
理事会　9号議案　事業計画（コンサート事業付属明細）

１１１１．．．．公益目的事業1公益目的事業1公益目的事業1公益目的事業1（（（（コンサートコンサートコンサートコンサート事業事業事業事業））））公演明細公演明細公演明細公演明細　《　《　《　《音楽事業音楽事業音楽事業音楽事業》》》》

1．1．1．1．サマーフェスティバルサマーフェスティバルサマーフェスティバルサマーフェスティバル

公演名 日時 会場 出演 曲目

①

「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」No.37

テーマ作曲家＜パスカル・デュサパン＞　管弦楽

8/21(木) 19:00 大ホール

指揮：アレクサンダー・リープライヒ

管弦楽：東京交響楽団

クリストフ・ベルトラン：マナ

パスカル・デュサパン：サントリーホール委嘱新作

シベリウス：交響詩「タピオラ」op. 112

パスカル・デュサパン：”Hinterland” Hapax pour quatuor à cordes et orchestre

②

＜ザ・プロデューサー・シリーズ　木戸敏郎がひらく＞

始原楽器の進行形

8/22（金） 19:00 ブルーローズ

箜篌：佐々木冬彦、アングルハープ：西陽子、拝簫：芝祐

靖、アウロス：中村仁美、方響：神田佳子 他

一柳慧：時の佇Ⅱ、三輪眞弘：蝉の法、石井眞木：歴年1200　箜篌・排簫・方響のための

ルー・ハリソン：四つの排簫と打物のための組曲より　排簫のための、川島素晴：委嘱新作

野平一郎：メモワール・ヴィーヴ

③

「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」No.37

テーマ作曲家＜パスカル・デュサパン＞　室内楽

8/25(月) 19:00 ブルーローズ アルディッティ四重奏団

パスカル・デュサパン：弦楽四重奏曲第2番　タイム・ゾーンズ

　　　　　　　　　　　　　　弦楽四重奏曲第７番　オープン・タイム

　　　　　　　　　　　　　　他

④

＜ザ・プロデューサー・シリーズ　木戸敏郎がひらく＞

20世紀の伝言

8/28(木) 19:00 大ホール

演出・音楽監督：木戸敏郎、挿入劇演出：佐藤信、音響：

有馬純寿、笙：宮田まゆみ、鉦鼓：山口恭範、龍笛：芝祐

靖、篳篥：中村仁美、太鼓：神田佳子、楽筝：福永千恵子、

琵琶：佐藤紀雄 他

シュトックハウゼン：歴年（1977）雅楽バージョン・舞台演出付

一柳慧：委嘱新作

⑤

＜ザ・プロデューサー・シリーズ　木戸敏郎がひらく＞

21世紀の応答

8/30(土) 19:00 大ホール

監修：木戸敏郎、演出：佐藤信、音楽監督：カチンカ・パス

ヴィーア、音響：有馬純寿、テノール：鈴木准、バリトン：松

平敬、シンセサイザー：鈴木隆太、アンヴィル：岩見玲奈、

ピッコロフルート：斉藤和志、ソプラノサックス：大石将紀、

ギター：山田岳 他

シュトックハウゼン：オペラ『リヒト』から「火曜日」第1幕 歴年（1979）洋楽器バージョン・舞台演

出付

三輪眞弘：委嘱新作

⑥ 第25回芥川作曲賞選考演奏会 8/31(日) 15:00 大ホール

指揮：杉山洋一

新日本フィルハーモニー交響楽団

選考委員(50音順)：

新井健歩：第22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）

２２２２．．．．個展個展個展個展コンサートコンサートコンサートコンサート

公演名 日時 会場 出演 曲目

① 作曲家の個展2014-川島素晴 10/6(月) 19:00 大ホール

指揮：川島素晴　　ピアノ：菊地裕介

プリペアード・ピアノ：竹島悟志　　尺八：藤原道山

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

川島素晴：Manic-Depressive Ⅲ（第7回芥川作曲賞受賞記念委嘱作品）

　　　　　　　尺八協奏曲「春の藤/夏の原/秋の道/冬の山」（管弦楽版初演）

　　　　　　　新作（委嘱作品・初演）

３３３３．ＴＲＡＮＳＭＵＳＩＣ．ＴＲＡＮＳＭＵＳＩＣ．ＴＲＡＮＳＭＵＳＩＣ．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　三輪眞弘を迎えて

11/8(土) 16:00 いずみホール

指揮：野平一郎

いずみシンフォニエッタ

他未定

三輪眞弘：ひとのきえさり

         　　 委嘱新作初演　他

クラレンス・バーロウ：ナイルの1月

４４４４．．．．サントリーサントリーサントリーサントリー音楽賞記念音楽賞記念音楽賞記念音楽賞記念コンサートコンサートコンサートコンサート

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＜藤村実穂子＞ 2/16(月) 19:00 大ホール

メゾ･ソプラノ：藤村実穂子

指揮：クリストル･ウルリヒ･マイヤー

新日本フィルハーモニー交響楽団

未定



理事会　　9号議案　事業計画（コンサート事業付属明細）

２２２２．．．．公益目的事業1公益目的事業1公益目的事業1公益目的事業1（（（（コンサートコンサートコンサートコンサート事業事業事業事業））））公演明細公演明細公演明細公演明細　《　《　《　《サントリーホールサントリーホールサントリーホールサントリーホール事業事業事業事業》》》》

１１１１．．．．サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2014 サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2014 サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2014 サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2014 (6月7日(土(6月7日(土(6月7日(土(6月7日(土）～22）～22）～22）～22日(日日(日日(日日(日））））））））

公演名 日時 会場 出演 曲目 等

①

チェンバーミュージック・ガーデン オープニングチェンバーミュージック・ガーデン オープニングチェンバーミュージック・ガーデン オープニングチェンバーミュージック・ガーデン オープニング

堤剛堤剛堤剛堤剛プロデュース2014プロデュース2014プロデュース2014プロデュース2014

6月7日(土） 18:00 ブルーローズ

チェロ：堤 剛、ピアノ：若林 顕、弦楽四重奏：クァル

テット・エクセルシオ

ヴァイオリン：依田真宣、ヴィオラ：高橋 梓

ブラームス：ピアノ三重奏曲第１番　ロ長調　op.8

ブラームス：弦楽六重奏曲第2番　ト長調　op.36

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　　　　volvolvolvol．1．1．1．1 6月13日（金) 11:00

弦楽四重奏：クァルテット・エクセルシオ

室内楽アカデミーフェロー

ハイドン：弦楽四重奏曲　変ホ長調　op.33-2　「冗談」から第1楽章

ボロディン：弦楽四重奏曲第2番　ニ長調から第3楽章「ノクターン」　　他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　　　　volvolvolvol．2．2．2．2 6月13日（金) 14:30

ピアノ：小山実稚恵

チェロ：堤　剛

モーツァルト『魔笛』から「恋人か女房か」による12の変奏曲 ヘ長調

チェロ・ソナタ第5番 ニ長調 op. 102-2　他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック

　　　　　　　　MarchMarchMarchMarchééééワンコイン・コンサート #1ワンコイン・コンサート #1ワンコイン・コンサート #1ワンコイン・コンサート #1

6月14日（土) 10:30 室内楽アカデミーフェロー 室内楽名曲選

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　　　　volvolvolvol．3．3．3．3 6月14日（土) 14:30

ソプラノ：天羽明恵、テノール：櫻田　亮、

ピアノ：古藤田みゆき 他

ハイドン：オラトリオ『四季』から 二重唱「町から来た美しい人、こちらにおいで」、

ベートーヴェン：君を愛す WoO 123　　他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　　　　volvolvolvol．4．4．4．4 6月20日（金) 11:00

ギター：大萩康司　フルート：斎藤和志

チェロ：中木健二

ヴィラ=ロボス：ブラジル風バッハ第5番から「アリア」

ヨーク：トランシリエンス　　他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　　　　volvolvolvol．5．5．5．5 6月20日（金) 14:30

ピアノ：若林　顕　ヴァイオリン：鈴木理恵子

ヴィオラ：佐々木　亮　　チェロ：花崎　薫

ドヴォルザーク：ピアノ四重奏曲第2番 変ホ長調 B162  (op. 87)　　他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック

　　　　　　　　MarchMarchMarchMarchééééワンコイン・コンサート #2ワンコイン・コンサート #2ワンコイン・コンサート #2ワンコイン・コンサート #2

6月21日（土) 10:30 室内楽アカデミーフェロー 室内楽名曲選

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージックENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　　　　volvolvolvol．6．6．6．6 6月21日（土) 14:30

ハープ：吉野直子　　ソプラノ：半田美和子

打楽器：安江佐和子　　他

クラム：マドリガル第3巻

ヒナステラ：トゥクマンの歌 op. 4　　他

キュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテット

ベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクル　　　　ⅠⅠⅠⅠ

6月13日(金） 19:00 第1番、第7番、第12番

キュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテット

ベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクル　　　　ⅡⅡⅡⅡ

6月14日(土） 19:00 第2番、第8番、第13番（大フーガ付）

キュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテット

ベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクル　　　　ⅢⅢⅢⅢ

6月15日（日) 14:00 第3番、第9番、第14番

キュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテット

ベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクル　　　　ⅣⅣⅣⅣ

6月19日(木） 19:00 第4番、第10番、第15番

キュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテット

ベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクル　　　　ⅤⅤⅤⅤ

6月20日(金） 19:00 第5番、第11番、第16番

キュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテットキュッヒル・クァルテット

ベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクルベートーヴェン・サイクル　　　　ⅥⅥⅥⅥ

6月21日(土） 19:00

第6番、ピアノ･ソナタ第9番、弦楽四重奏曲ヘ長調Hess34（ピアノ･ソナタの編

曲）、弦楽五重奏曲ハ長調

室内楽室内楽室内楽室内楽アカデミー ゲストコンサート Concert #1アカデミー ゲストコンサート Concert #1アカデミー ゲストコンサート Concert #1アカデミー ゲストコンサート Concert #1 6月8日(日） 14:00

ホルン：ラデク・バボラーク

室内楽アカデミー選抜フェロー及びアンサンブル

ライネッケ：ホルン、ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲 変ロ長調 op. 274

レイハ：五重奏曲 ホ長調 op. 106　　　他

室内楽室内楽室内楽室内楽アカデミー ゲストコンサート Concer t#2アカデミー ゲストコンサート Concer t#2アカデミー ゲストコンサート Concer t#2アカデミー ゲストコンサート Concer t#2 6月17日(火） 19:00

弦楽四重奏：パシフィカ・クァルテット

室内楽アカデミー選抜フェロー

シュラミット・ラン：燦・凶・礫・憶―弦楽四重奏曲第3番（ミュージック・アコード共

同委嘱作品・アジア初演）   他

⑤ チェンバーミュージック・ガーデン フィナーレチェンバーミュージック・ガーデン フィナーレチェンバーミュージック・ガーデン フィナーレチェンバーミュージック・ガーデン フィナーレ 6月22日（日) 13:30 ブルーローズ

ヴァイオリン：ライナー・キュッヒル

フルート：佐久間由美子

ヴィオラ：川本嘉子、ハープ：吉野直子

弦楽四重奏：パシフィカ・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   他

武満 徹：そして、それが風であることを知った

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集『四季』 op. 8から

　　　　　　　　　　　第1番 ホ長調「春」・第2番 ト短調「夏」

ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲第9番 変ホ長調 op. 117

ゴリホフ：ラスト・ラウンド   他

⑥

ＣＭＧＣＭＧＣＭＧＣＭＧスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル

車車車車いすいすいすいす利用者利用者利用者利用者のためののためののためののための室内楽演奏会室内楽演奏会室内楽演奏会室内楽演奏会

6月12日（木） 11:00 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   他

東京都立特別支援学校（肢体不自由）の生徒を招待。

④ ブルーローズ

②

③ ブルーローズ

弦楽四重奏： キュッヒル・クァルテット

21日のみ

ピアノ：河村尚子

ヴィオラ：店村眞積

ブルーローズ



理事会　　9号議案　事業計画（コンサート事業付属明細）

２２２２．．．．サントリーホール フェスティバル 2014サントリーホール フェスティバル 2014サントリーホール フェスティバル 2014サントリーホール フェスティバル 2014

公演名 日時 会場 出演 曲目 等

①

サントリーホール フェスティバル2014サントリーホール フェスティバル2014サントリーホール フェスティバル2014サントリーホール フェスティバル2014

オープニング・コンサートオープニング・コンサートオープニング・コンサートオープニング・コンサート

9月20日(土） 18:00 大ホール 未定 未定

②

サントリーホールサントリーホールサントリーホールサントリーホール

オルガンコンサート2014オルガンコンサート2014オルガンコンサート2014オルガンコンサート2014

11月3日（月･祝） 未定 大ホール 未定 未定

サントリーホール スペシャルステージ2014サントリーホール スペシャルステージ2014サントリーホール スペシャルステージ2014サントリーホール スペシャルステージ2014　　　　五嶋五嶋五嶋五嶋みどりみどりみどりみどり

公開公開公開公開マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス 10月6日(月) 19:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ

ヴァイオリン・リサイタルⅠヴァイオリン・リサイタルⅠヴァイオリン・リサイタルⅠヴァイオリン・リサイタルⅠ（（（（現代曲現代曲現代曲現代曲）））） 10月7日(火) 19:00 大ホール

ヴァイオリン・リサイタルⅡヴァイオリン・リサイタルⅡヴァイオリン・リサイタルⅡヴァイオリン・リサイタルⅡ（（（（古典古典古典古典）））） 10月8日(水） 19:00 大ホール 未定

スペシャル・コンサートスペシャル・コンサートスペシャル・コンサートスペシャル・コンサート 10月9日（木） 未定 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ

協奏曲協奏曲協奏曲協奏曲のののの夕夕夕夕べべべべ 10月10日(金） 19:00 大ホール

④

開館記念日開館記念日開館記念日開館記念日コンサートコンサートコンサートコンサート

堤 剛 堤 剛 堤 剛 堤 剛 バッハバッハバッハバッハ無伴奏無伴奏無伴奏無伴奏チェロチェロチェロチェロ組曲全曲演奏会組曲全曲演奏会組曲全曲演奏会組曲全曲演奏会

10月12日（日） 14:00 大ホール チェロ：堤　剛 バッハ無伴奏チェロ組曲全曲演奏

9月24日（水） 19:00 大ホール

9月25日（木） 19:00 大ホール

9月27日（土） 19:00 大ホール

公開公開公開公開リハーサルリハーサルリハーサルリハーサル 未定 10:00 大ホール

指揮：グスターボ・ドゥダメル

管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

レクチャーレクチャーレクチャーレクチャー＆＆＆＆室内楽室内楽室内楽室内楽

　　　　ヘルスベルクヘルスベルクヘルスベルクヘルスベルク楽団長楽団長楽団長楽団長とウィーン･フィルのとウィーン･フィルのとウィーン･フィルのとウィーン･フィルの仲間仲間仲間仲間たちたちたちたち

9月23日（火・祝） 14:00 大ホール

おはなし：クレメンス・ヘルスベルク（楽団長）

演奏：ウィーン・フィルメンバー

未定

⑥

サントリーホール ブルーローズサントリーホール ブルーローズサントリーホール ブルーローズサントリーホール ブルーローズ

やってみなはれプロジェクトやってみなはれプロジェクトやってみなはれプロジェクトやってみなはれプロジェクト

10月23日（木）～

25日（土）の期間

で２公演を予定

未定 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ 乙女倶楽部文化祭“コドモノクニ”

⑦ 太陽太陽太陽太陽のののの記憶記憶記憶記憶『『『『卑弥呼卑弥呼卑弥呼卑弥呼』』』』 11月18日(火） 19:00 大ホール

中村福助（歌舞伎、舞踊、舞踏）、菅野由弘（作曲、

指揮、台本）、大谷康子（ヴァイオリン）、常磐津文

字兵衛（三味線）、堤剛（チェロ）、宮田まゆみ（笙）、

一噌幸弘（能管）、石垣征山（尺八）、首藤久美子

（琵琶）、黒川真理（筝）、後藤幹子（筝）、吉川あい

み（筝）、日吉章吾（筝）、平田紀子（十七絃）、中村

梅彌（舞踊、舞踏）、他

阪神淡路大震災、東日本大震災という大災害を乗り越え、新しい希望に満ちた

平和な世界を呼び戻すため、洋楽・邦楽・歌舞伎・舞踊といったジャンルや様式

を越えた新たな芸能＝芸術がここに生まれる。

⑧ アークヒルズアークヒルズアークヒルズアークヒルズ音楽週間音楽週間音楽週間音楽週間 10月中旬 ｶﾗﾔﾝ広場 他 未定

リムスキー･コルサコフ：シエラザード

シベリウス：交響曲第2番　　　他

指揮：グスターボ・ドゥダメル

管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2014ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2014ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2014ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2014

グスターボ・ドゥダメルグスターボ・ドゥダメルグスターボ・ドゥダメルグスターボ・ドゥダメル指揮指揮指揮指揮

ウィーン･フィルハーモニーウィーン･フィルハーモニーウィーン･フィルハーモニーウィーン･フィルハーモニー管弦楽団管弦楽団管弦楽団管弦楽団

③

⑤

ヴァイオリン：五嶋みどり

指揮：ヘルマン・ボイマー

管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団 他



理事会　　9号議案　事業計画（コンサート事業付属明細）

３３３３．．．．一般自主企画一般自主企画一般自主企画一般自主企画コンサートコンサートコンサートコンサート

公演名 日時 会場 出演 曲目 等

①

オービック・スペシャル・コンサート2014オービック・スペシャル・コンサート2014オービック・スペシャル・コンサート2014オービック・スペシャル・コンサート2014

コバケンのコバケンのコバケンのコバケンの名曲名曲名曲名曲のののの花束花束花束花束Vol.3Vol.3Vol.3Vol.3

5月22日（木) 19:00 大ホール

指揮：小林研一郎　ナビゲーター：朝岡　聡

ヴァイオリン：瀬﨑明日香

ソプラノ：生野やよい　テノール：宮里直樹

管弦楽：日本フィルハーモニー

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op. 64

チャイコフスキー：交響曲第４番 から 第４楽章

新井 満：千の風になって

寺島尚彦：さとうきび畑　　　他

②

サントリーホール クリスマスコンサート2014サントリーホール クリスマスコンサート2014サントリーホール クリスマスコンサート2014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・ジャパンバッハ・コレギウム・ジャパンバッハ・コレギウム・ジャパンバッハ・コレギウム・ジャパン　　　　聖夜聖夜聖夜聖夜のののの『『『『メサイアメサイアメサイアメサイア』』』』

12月23日（火・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：オラトリオ『メサイア』　HWV56

③

サントリーホールサントリーホールサントリーホールサントリーホール

クリスマス オルガンコンサート2014クリスマス オルガンコンサート2014クリスマス オルガンコンサート2014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バッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマスバッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマスバッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマス物語物語物語物語

12月24日（水) 19:00 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

大人の雰囲気の落ち着いたクリスマスコンサート

④

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

12月31日（水) 22:00 大ホール

1月1日（木・祝) 14:00 大ホール

1月2日（金) 14:00 大ホール

1月3日（土) 14:00 大ホール

４４４４．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣ．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣ．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣ．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣプログラム2014プログラム2014プログラム2014プログラム2014

①①①①音楽音楽音楽音楽にににに出会出会出会出会うよろこびをうよろこびをうよろこびをうよろこびを　～　～　～　～未来未来未来未来をををを担担担担うこどもたちへうこどもたちへうこどもたちへうこどもたちへ

公演／企画名 日時 会場 出演 曲目 等

ア

第49回 『音楽の都ウィーン』(管弦楽） 4月12日（土) 11:00 大ホール

指揮：下野竜也 　司会：坪井直樹

ピアノ：仲道郁代 　演奏：東京交響楽団

ウェーベルン：管弦楽のための6つの小品から、R.シュトラウス：組曲『ばらの騎

士』抜粋、スッペ：序曲『ウィーンの朝、昼、晩』、モーツァルト：ピアノ協奏曲第23

番から第2楽章、ベートーヴェン：交響曲第7番から第1楽章

第50回 『日本の作曲家たち』(協奏曲） 7月12日（土) 11:00 大ホール

指揮：外山雄三 　司会：坪井直樹

シロフォン：通崎睦美　ヴァイオリン：大谷康子

演奏：東京交響楽団

伊福部昭:SF交響ファンタジー第1番から、芥川也寸志:『交響管弦楽のための音

楽』から第2楽章、黛敏郎:シロフォン小協奏曲、外山雄三:ヴァイオリン協奏曲か

ら第1楽章、久石譲:オリエンタル・ウィンド　　　　　＊終演後「楽器体験」あり

第51回 『オペラっておもしろい』(オペラ） 9月6日（土) 11:00 大ホール

指揮：三ツ橋敬子　司会：坪井直樹

ソプラノ：馬原裕子　バリトン：鹿野由之

合唱：東響コーラス  演奏：東京交響楽団

ロッシーニ:オペラ『ウィリアム・テル』序曲、ドニゼッティ:オペラ『愛の妙薬』から、

プッチーニ:オペラ『ラ・ボエーム』から、ヴェルディ:オペラ『アイーダ』から「凱旋の

行進」　　　＊こどもレセプショニスト体験あり

第52回 『華麗なるロシア音楽』（交響曲） 11月29日（土） 11:00 大ホール

指揮：飯森範親  司会：坪井直樹

演奏：東京交響楽団

R.コルサコフ:交響曲第2番「アンタール」から第3楽章、カリンニコフ:交響曲第2番

から第4楽章、チャイコフスキー:オペラ『エフゲニー・オネーギン』からポロネー

ズ、チャイコフスキー:祝典序曲『1812年』

＊終演後「飯森さんと楽団員を囲んで」あり

イ

     ＜もぐらん隊長のひみつ＞ （4歳以上入場可)

11：00

13：30

     ＜おとなのオルガン探検＞ （6歳以上入場可) 16:00

ウ

サントリーホールサントリーホールサントリーホールサントリーホール＆＆＆＆ウィーン･フィルのウィーン･フィルのウィーン･フィルのウィーン･フィルの

青少年青少年青少年青少年プログラムプログラムプログラムプログラム

9月25日（木） 12:00 大ホール

指揮：グスターボ・ドゥダメル

管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

エ 港区港区港区港区＆＆＆＆サントリーホールEnjoy!MusicプロジェクトサントリーホールEnjoy!MusicプロジェクトサントリーホールEnjoy!MusicプロジェクトサントリーホールEnjoy!Musicプロジェクト 7月2日（水） 14:00 大ホール

指揮：大野和士

管弦楽：リヨン歌劇場管弦楽団

カ みちのくウインドオーケストラ vol.2みちのくウインドオーケストラ vol.2みちのくウインドオーケストラ vol.2みちのくウインドオーケストラ vol.2 8月19日（火） 未定 大ホール

指揮：現田茂夫

和太鼓：林英哲

吹奏楽：福島県相双地区の中高生　　他

福島県相双地区の中高生対象の公募制

大ホール7月19日（土)

サントリーホール サントリーホール サントリーホール サントリーホール 夏休夏休夏休夏休みオルガンみオルガンみオルガンみオルガン企画  企画  企画  企画  「「「「それいけそれいけそれいけそれいけ！！！！オルガンオルガンオルガンオルガン探検隊探検隊探検隊探検隊」」」」

指揮：ルドルフ・ビーブル  ソリスト：アンドレア・ロスト 他

管弦楽：ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

舞踏：ウィーン・フォルクスオーパー・バレエ団

サントリーホール ニューイヤーコンサート2015サントリーホール ニューイヤーコンサート2015サントリーホール ニューイヤーコンサート2015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ウィーン・フォルクスオーパーウィーン・フォルクスオーパーウィーン・フォルクスオーパー交響楽団交響楽団交響楽団交響楽団

指揮：ルドルフ・ビーブル  ソリスト：アンドレア・ロスト 他

管弦楽：ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

舞踏：ウィーン・フォルクスオーパー・バレエ団

東京交響楽団東京交響楽団東京交響楽団東京交響楽団＆＆＆＆サントリーホールサントリーホールサントリーホールサントリーホール　　「　　「　　「　　「こどもこどもこどもこども定期演奏会定期演奏会定期演奏会定期演奏会」2014」2014」2014」2014年年年年シーズン  シーズン  シーズン  シーズン  ～～～～オーケストラでオーケストラでオーケストラでオーケストラで世界旅行世界旅行世界旅行世界旅行～～～～

⑤



理事会　　9号議案　事業計画（コンサート事業付属明細）

４４４４．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣ．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣ．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣ．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣプログラム2014プログラム2014プログラム2014プログラム2014

②②②②音楽音楽音楽音楽をををを創創創創るよろこびをるよろこびをるよろこびをるよろこびを　～　～　～　～若若若若きプロフェッショナルたちへきプロフェッショナルたちへきプロフェッショナルたちへ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 等

ア サントリーホール オペラ・アカデミー コンサートサントリーホール オペラ・アカデミー コンサートサントリーホール オペラ・アカデミー コンサートサントリーホール オペラ・アカデミー コンサート 5月29日(木） 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

サントリーホール オペラ・アカデミーサントリーホール オペラ・アカデミーサントリーホール オペラ・アカデミーサントリーホール オペラ・アカデミー公演公演公演公演

「「「「愛愛愛愛のののの妙薬妙薬妙薬妙薬」」」」

11月13日(木） 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

イ ラデク・バボラーク ラデク・バボラーク ラデク・バボラーク ラデク・バボラーク 室内楽公開室内楽公開室内楽公開室内楽公開マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス 6月8日(日） 18:30 ブルーローズ 講師：ラデク・バボラーク（ホルン） 受講生：サントリーホール室内楽アカデミーフェロー

パシフィカ・クァルテット パシフィカ・クァルテット パシフィカ・クァルテット パシフィカ・クァルテット 室内楽公開室内楽公開室内楽公開室内楽公開マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス 6月15日(日） 18:00 ブルーローズ 講師：パシフィカ・クァルテット（弦楽四重奏） 受講生：サントリーホール室内楽アカデミーフェロー

6月9日(月) 19:00 上野学園大学

上野学園大学「音楽史の隠れた巨匠 フンメル先生とその時代 -18～19世

紀転換期のピアノのかけはし-」

6月10日(火) 19:00 東京音楽大学 東京音楽大学「道化師は歌う -音で紡がれた悲喜の仮面-」

6月11日(水) 19:00 国立音楽大学

国立音楽大学「生誕150周年 リヒャルト・シュトラウス -管楽器による魔

法のハーモニー-」

エ

レインボウ２１ インターナショナルレインボウ２１ インターナショナルレインボウ２１ インターナショナルレインボウ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2014サントリーホール デビューコンサート2014サントリーホール デビューコンサート2014サントリーホール デビューコンサート2014

6月18日(水） 19:00 ブルーローズ チューリッヒ芸術大学

カ

ウィーン・フィルウィーン・フィルウィーン・フィルウィーン・フィル首席奏者首席奏者首席奏者首席奏者によるによるによるによる

公開公開公開公開マスター･クラスマスター･クラスマスター･クラスマスター･クラス

9月23日（火・祝） 18:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ ウィーン・フィルメンバー

③より③より③より③より開開開開かれたホールをめざしてかれたホールをめざしてかれたホールをめざしてかれたホールをめざして

公演／企画名 日時 会場 出演 曲目 等

ア

サントリーホールサントリーホールサントリーホールサントリーホール

オルガン プロムナード コンサートオルガン プロムナード コンサートオルガン プロムナード コンサートオルガン プロムナード コンサート

月1回木曜日

（8月除く)

12:15 大ホール

4月 梅干野安未、5月 オクタヴィアン・ソニエ、

6月 小島弥寧子　（7月以降未定）

入場無料。ブルーローズにて、未就学児童を対象とした    ライブビューイングを

同時開催。

イ バックステージツアーバックステージツアーバックステージツアーバックステージツアー

オルガンプロム

ナード開催時

11:10 館内すべて 各回30名×３班。無料。事前申し込み制（抽選)。

ウ オープンハウスオープンハウスオープンハウスオープンハウス～～～～サントリーホールでサントリーホールでサントリーホールでサントリーホールで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう！！！！ 4月5日（土）

11:00～

17：00

大ホール

ブルーローズ

指揮＆オルガン　鈴木優人

横浜シンフォニエッタ、他

入場無料。

ウ

レインボウ２１レインボウ２１レインボウ２１レインボウ２１

サントリーホール デビューコンサート2014サントリーホール デビューコンサート2014サントリーホール デビューコンサート2014サントリーホール デビューコンサート2014

ブルーローズ
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