
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
「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＜ハインツ・ホリガー＞　室内楽

8/22(土) 16:00 ブルーローズ

オーボエ：ハインツ・ホリガー
ヴィオラ：ジュヌヴィエーヴ・シュトロッセ　ピアノ：野平一郎
クラリネット：菊池秀夫　ファゴット：福士マリ子　ホルン：
福川伸陽　ハープ：高野麗音　クアルテット・エクセルシオ

シャーンドル・ヴェレシュ：ソナチナ
ハインツ・ホリガー：クインテット、トリオ、トレーマ、インクレシャントゥム（日本初演）

②
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　長木誠司がひらく＞　管
弦楽

8/23（日） 18:00 大ホール

指揮：大野和士  ナレーター：長谷川初範、塩田泰久
ソプラノ：森川栄子 バス：大沼徹　ジャズ・コンボ＝スガダイ
ロー・クインテット　エレクトロニクス＝有馬純寿
新国立劇場合唱団　東京都交響楽団

ベルント・アロイス・ツィンマーマン：ある若き詩人のためのレクイエム

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＜ハインツ・ホリガー＞　管弦楽

8/27(木) 19:00 大ホール

指揮：ハインツ・ホリガー
ソプラノ：サラ・マリア・サン
ヴィオラ：ジュヌヴィエーヴ・シュトロッセ
東京交響楽団

クロード・ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
グザヴィエ・ダイエ：2つの真夜中のあいだの時間
ハインツ・ホリガー：デンマーリヒト―薄明―（サントリーホール委嘱・初演）
シャーンドル・ヴェレシュ：ベラ・バルトークの思い出に捧げる哀歌

④
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　長木誠司がひらく＞　室
内楽

8/29(土) 19:00 ブルーローズ
ソプラノ：工藤あかね、ユーリア・ミハイ、アルト：太田真紀
テノール：金沢青児、山枡信明、バス：松平敬
音響：有馬純寿

K.シュトックハウゼン：シュティムング　パリ版

⑤ 第25回芥川作曲賞選考演奏会 8/30(日) 15:00 大ホール

指揮：杉山洋一　ヴァイオリン：成田達樹、迫田圭
新日本フィルハーモニー交響楽団
選考委員(50音順)：池辺晋一郎、山根明季子、山本裕之
司会：柿沼敏江

酒井健治：ヴァイオリン協奏曲「G線上で」（第23回受賞記念サントリー芸術財団委嘱・初演）
第25回候補作品
　浅賀小夜子：チャルダッシュ形式による嬉遊曲
　坂東祐大：ダミエ＆ミスマッチ J．Ｈ：Ｓ
　辻田絢菜：コレクショニズムⅣ/ヴォルパーティンガー

２．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”

8/26(水) 19:00 ブルーローズ
指揮:野平一郎
ピアノ：碇山典子、サックス：井上麻子、ギター：鈴木大介
MIDIアコーディオン：岡野勇仁、管弦楽：東京シンフォニエッタ

西村朗：ヴィシュヌの臍　ピアノと室内オーケストラのための
中川俊郎：室内交響曲第1番　　　伊左治直：南海の始まりへの旅
野平一郎：網目模様　サクソフォンとオーケストラのための
三輪眞弘：万葉集の一節を主題とする変奏曲　MIDIｱｺｰﾃﾞｨｵﾝと管弦合奏のための

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2015-原田敬子 10/27(火) 19:00 大ホール

指揮：中川賢一　ピアノ：廻由美子　プリペアド・ピアノ：稲垣聡
アコーディオン：シュテファン・フッソング　打楽器：加藤訓子
オーケストラ：アンサンブル・モデルンメンバー7名
桐朋学園オーケストラ

原田敬子：響き合う隔たりⅢ
　　　　　　：第3の聴こえない耳Ⅲ
　　　　　　：ピアノ協奏曲（世界初演）
　　　　　　：変風（サントリー芸術財団委嘱・初演）

４．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＜鈴木雅明とBCJ＞ 7/28(火) 19:00 大ホール

指揮：鈴木雅明　ソプラノ：ハンナ・モリソン、レイチェル・ニコル
ズ
カウンター・テナー：ロビン・ブレイズ　テノール：櫻田亮
バス：ドミニク・ヴェルナー
合唱・管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン

J.S.バッハ：ミサ曲　ロ短調　BWV232

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 2015 (6月6日(土）～21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
堤剛プロデュース2015

6月6日(土） 18:00 ブルーローズ
チェロ：堤 剛、ピアノ：児玉 桃
ヴァイオリン：竹澤恭子、池田菊衛　ヴィオラ：磯村和英

チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲 イ短調 op. 50
　　　　　　　　　　　　「ある偉大な芸術家の思い出のために」
シューベルト：弦楽三重奏曲 変ロ長調 D471
シューマン：ピアノ五重奏曲 変ホ長調 op. 44

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．1 6月12日（金） 11:00
コントラバス：吉田 秀、渡邉玲雄、小金丸章斗、瀬 泰幸
チェロ：遠藤真理

ロッシーニ：チェロとコントラバスのための二重奏曲 ニ長調
J. S. バッハ：シャコンヌ　　他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．2 6月12日（金） 14:30
ソプラノ：天羽明惠、野田ヒロ子、テノール：櫻田 亮、今尾 滋
ピアノ：古藤田みゆき　他

ドナウディ：私の愛の日々
サントリクイド：『夕べの歌』から　他



1.公益目的事業1（コンサート事業）公演明細　《音楽事業》
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月13日（土） 10:30 室内楽アカデミーフェロー
ハイドン：弦楽四重奏曲第78番 変ロ長調 op. 76-4 「日の出」から
シューマン：ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 op. 63から   他　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　vol．3 6月13日（土） 14:30
ピアノ：小山実稚恵
チェロ：堤 剛

シューマン：民謡風の5つの小品 op. 102
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第2番 ト短調 op. 5-2　　他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．4 6月19日（金） 11:00
打楽器：安江佐和子　　フルート：斎藤和志
ピアノ：稲垣 聡　　ソプラノ：天羽明惠

ルー・ハリソン：フルートと打楽器のためのファースト・コンチェルト
ジョン・ササス：マトルズ・ダンス　　他

ENJOY! ウィークエンド・チェンバーミュージック　vol．5 6月19日（金） 14:30
ヴァイオリン：池田菊衛　　ヴィオラ：磯村和英
チェロ：大友 肇　　室内楽アカデミーフェロー

ベートーヴェン：弦楽三重奏曲 ト長調 op. 9-1から 第1楽章
シューマン：ピアノ四重奏曲 変ホ長調 op. 47 から第3楽章、第4楽章　他

スペシャル・ナイト 6月19日（金） 20:00
バンドネオン：小松亮太　　ピアノ：若林 顕
弦楽四重奏：クァルテット・エクセルシオ

ピアソラ：リベルタンゴ　　ピアソラ：ブエノスアイレスの四季　　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月20日（土） 10:30 室内楽アカデミーフェロー
ブラームス：ピアノ四重奏曲第3番ハ短調 op. 60から
ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第1番 変ホ長調 op. 1-1から　　他　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　vol．6 6月20日（土） 14:30 ハープ：吉野直子　　ヴァイオリン：白井 圭 サン=サーンス：幻想曲 op. 124　　他
ミロ・クァルテット　ベートーヴェン・サイクル Ⅰ
～Age28-29　青年の大胆な主張と挑戦～

6月7日（日） 14:00 第3番、第2番、第1番、第5番、第4番、第6番

ミロ・クァルテット　ベートーヴェン・サイクル　Ⅱ
～Age35　自信みなぎる一つの最高潮～

6月11日（木） 19:00 第7番、第8番、第9番

ミロ・クァルテット　ベートーヴェン・サイクル　Ⅲ
～Age38-53　進化と実験、「第九」を経て･･･～

6月13日（土） 19:00 第10番、第11番、第12番

ミロ・クァルテット　ベートーヴェン・サイクル　Ⅳ
～Age54　前人未到の宇宙的な拡がり～

6月18日（木） 19:00 第15番、第13番（大フーガ付）

ミロ・クァルテット　ベートーヴェン・サイクルⅤ
～Age55　独創の極みから原点回帰へ～

6月20日（土） 19:00 第14番、第16番、第13番から第6楽章「アレグロ」

室内楽アカデミー ゲストコンサート Concert #1 6月12日（金） 19:00
ピアノ：児玉 桃　　ヴァイオリン：竹澤恭子
室内楽アカデミー選抜フェロー

ラヴェル：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ
ショーソン：ピアノとヴァイオリンと弦楽四重奏のための協奏曲 ニ長調 op. 21　　　他

室内楽アカデミー ゲストコンサート Concert #2 6月14日（日） 14:00
弦楽四重奏：クス・クァルテット
室内楽アカデミー選抜フェロー

メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲第6番 ヘ短調 op. 80
チャイコフスキー：弦楽六重奏曲 ニ短調 op. 70 「フィレンツェの思い出」　　　他

⑤ 室内楽公開マスタークラス 6月15日（月） 19:00 ブルーローズ 講師：クス・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
ＣＭＧスペシャル
車いす利用者のための室内楽演奏会

6月18日（木） 11:00 ブルーローズ
ヴァイオリン：渡辺玲子、池田菊衛　ヴィオラ：磯村和英　チェ
ロ：堤　剛　ピアノ：若林 顕

東京都立特別支援学校（肢体不自由）の生徒　（光明特別支援学校（中学・高校）、大泉特別
支援（高校）、江戸川区立篠崎中学校）　が来場

⑦ チェンバーミュージック・ガーデン フィナーレ 6月21日（日） 13:30 ブルーローズ

チェロ：堤 剛　　ヴァイオリン：池田菊衛
ヴィオラ：磯村和英
ピアノ：若林 顕
弦楽四重奏：ミロ・クァルテット
                 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ﾃﾞﾐｰ選抜ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ
ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙ･ｵﾍﾟﾗ･ｱｶﾃﾞﾐｰ選抜ﾒﾝﾊﾞｰ　　他

シュルホフ：フルート、ヴィオラ、コントラバスのための小協奏曲
サン=サーンス：七重奏曲 変ホ長調 op. 65
シェーンベルク：浄められた夜 op. 4   他

２．サントリーホール フェスティバル 2015
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2015
オープニング・フェスタ― Sounds カーニバル ―

10月3日（土） 18:00 大ホール

ピアノ：シプリアン・カツァリス  チェロ：横坂 源
ソプラニスタ：岡本知高  尺八：藤原道山
指揮：藤岡幸夫 管弦楽：東京交響楽団
司会：髙嶋政宏

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番　変ホ長調　op.73　「皇帝」から
ヴェルディ：オペラ『運命の力』から「神を平和を与えたまえ」
黛敏郎：BUGAKU（舞楽）から　　　他

10月4日（日） 16:00 大ホール

10月6日（火） 19:00 大ホール

10月8日（木） 19:00 大ホール

③ サントリーホールのオルガン・カフェ 10月12日（月・祝） 13:30 大ホール
オルガン：近藤岳　　サクソフォーン：上野耕平
ナビゲーター：川平慈英

J.S.バッハ：目覚めよと呼ぶ声が聞こえ　BWV645
フォーレ：組曲『ペレアスとメリザンド』から「シシリエンヌ」　他

サントリーホール スペシャルステージ2015　チョン・ミョンフン

10月19日（月） 19:00 大ホール 指揮：チョン・ミョンフン　ソウル･フィルハーモニー管弦楽団 他 ブラームス：交響曲第4番　ホ短調　op.98　他

10月20日（火） 19:00 大ホール 指揮：チョン・ミョンフン　東京フィルハーモニー管弦楽団 他 マーラー：交響曲第1番　ニ長調　「巨人」

「アクティブ･シニアでいるために」 10月21日（水） 11:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ
ピアノ：チョン・ミョンフン　ヴァイオリン：成田達輝　チェロ：堤剛
他

ブラームス：ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 K.478　他
（70歳以上とその同伴者対象の演奏会）

公開マスタークラス＜指揮＞ 10月21日（水） 19:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ
講師 (指揮）：チョン・ミョンフン　オーケストラ：東京フィルハーモ
ニー交響楽団　受講生3名

課題曲(交響曲第6番　ヘ長調　「田園」から　任意の単一楽章)

室内楽の夕べ 10月22日（木） 19:00 大ホール
ピアノ：チョン・ミョンフン　ヴァイオリン：スヴェトリン・ルセヴ、成
田達輝　ヴィオラ：ファン･ホンウェイ　チェロ：堤剛

シューマン：アラベスク　　ブラームス：ピアノ三重奏曲第1番　ロ長調　他

内田光子ピアノリサイタル2015

11月10日（火） 19:00 大ホール
11月15日（日） 19:00 大ホール

内田光子スペシャルトーク 11月4日（水） 19:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ おはなし：内田光子
トーク後　第27回「高松宮殿下記念世界文化賞」音楽部門授賞　内田光子顕彰メダル伝達式
実施

弦楽四重奏： ミロ・クァルテット

④ ブルーローズ

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2015
ダイワハウス スペシャル
クリストフ･エッシェンバッハ指揮
ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団

④

オーケストラとの演奏会

②
指揮：クリストフ・エッシェンバッハ
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー

内田光子ピアノリサイタル2015
シューベルト：4つの即興曲
ベートーヴェン：ディアベッリのワルツの主題による33の変奏曲　ハ長調　op.120

モーツァルト：ピアノ協奏曲第２３番イ長調　K488
　　　　　　 　：交響曲第41番 ハ長調 K551「ジュピター」
ベートーヴェン：交響曲第１番ハ長調op.21　　　他

ブルーローズ

② ブルーローズ

③

ピアノ：内田光子⑤



1.公益目的事業1（コンサート事業）公演明細　《音楽事業》

⑥ アークヒルズ音楽週間 10月3日（土）～10日（土）
ﾎﾜｲｴ（ﾛﾋﾞｰ）
ｶﾗﾔﾝ広場 他

（3日）マイケル･スペンサー、演奏：日本フィルメンバー、他 ロビーコンサートは　10/5(月）オペラアカデミー　10/6(火）室内楽アカデミーで実施。

３．一般自主企画コンサート
公演名 日時 会場 出演

①
オービック・スペシャル・コンサート2015
コバケンの名曲の花束Vol.4
オーケストラの醍醐味

5月25日（月) 19:00 大ホール
指揮：小林研一郎　ナビゲーター：朝岡　聡
ピアノ：及川浩治　　ヴァイオリン：瀬﨑明日香
管弦楽：日本フィルハーモニー　他

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op. 18
ヴェルディ：オペラ『アイーダ』から「凱旋の大行進曲」
マスネ：タイスの瞑想曲
小林研一郎：組曲『パッサカリア』から「夏祭り」　　他

②
サントリーホール クリスマスコンサート2015
バッハ・コレギウム・ジャパン　『メサイア』

12月23日（水・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
クリスマス オルガンコンサート2015
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)

12月24日（木) 19:00 大ホール
オルガン：鈴木優人　指揮：鈴木雅明
合唱：バッハ・コレギウム・ジャパン　リコーダー＆
サクソフォーン：アンドレアス・ベーレン

まきびとひつじを、いけるものすべて、「ことばは肉となった」、
もろびとこぞりて　他

④
読売新聞スペシャル
サントリーホール ジルヴェスター・コンサート2015
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

12月31日（木) 22:00 大ホール
指揮：グイド・マンクージ  ソリスト：未定
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

レハール：オペレッタ『メリー・ウィドウ』（コンサート形式）－字幕付き－　　他

2016年1月1日（金) 14:00 大ホール
1月2日（土) 14:00 大ホール
1月3日（日) 14:00 大ホール

４．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣプログラム2015
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」2015年シーズン  ≪オーケストラ・タイムマシーン≫

第53回　「ずっと昔…」バロックと古典 4月11日（土） 11:00 大ホール
指揮：藤岡幸夫 　司会：坪井直樹
ピアノ：北村 陽（小学5年）　演奏：東京交響楽団

モーツァルト：オペラ『フィガロの結婚』序曲
ハイドン：チェロ協奏曲第1番　ハ長調から第1楽章　他

第54回　「ちょっとロマンティック」ロマン派前期 7月4日（土） 11:00 大ホール
指揮：垣内悠希 　司会：坪井直樹
ピアノ：金子三勇士　　演奏：東京交響楽団

ウェーバー：オペラ『魔弾の射手』序曲
リスト：ピアノ協奏曲第1番　変ホ短調から第2･3・4楽章　　他
＊こどもレセプショニスト体験実施

第55回　「もっとロマンティック！」ロマン派後期 9月26日（土） 11:00 大ホール
指揮：岩村 力　司会：坪井直樹
ヴァイオリン：神尾真由子　演奏：東京交響楽団

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35から第1楽章
ドヴォルザーク：交響曲第8番から第2楽章　　　他
＊終演後「楽器体験」実施

第56回　「私たちの時代」近代～コンテンポラリー 11月14日（土） 11:00 大ホール
指揮：飯森範親  司会：坪井直樹
マリンバ：三村奈々恵　　演奏：東京交響楽団

ピアソラ：リベルタンゴ
吉松隆：マリンバ協奏曲「バード・リズミクス」  から第3楽章　　他
＊終演後「こども定期懇親会 飯森範親さんを囲む会」開催

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」         
     ＜もぐらん隊長とオルガンのひみつ＞ （4歳以上入場
可)

11：00
13：30

大ホール オルガン：勝山雅世、花澤絢子　　お話：八木田淳　　他
J.S.バッハ：前奏曲とフーガ　ニ長調　から　「プレリュード」
シューマン（ドビュッシー編曲）：カノン1番　他

     ＜おとなのオルガン探検＞ （6歳以上入場可) 16:00 大ホール
オルガン：勝山雅世　お話：八木田淳　オルガンアシスタント：
花澤絢子

オリヴァース：2つのオルガンのために
ヴィドール：オルガン交響曲第6番　op.42から第1楽章　　他

ウ
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2015
サントリーホール＆ウィーン・フィルの青少年プログラム

10月8日（木） 12:00 大ホール
指揮：クリストフ・エッシェンバッハ
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー

エ 港区＆サントリーホールEnjoy!Musicプロジェクト 10月29日（木） 10:50 大ホール
指揮：大野和士
管弦楽：東京都交響楽団　　他

ドビュッシー：海－管弦楽のための3つのスケッチ
港区立小学校4年生、１５校来場

カ みちのくウインドオーケストラ vol.3 4月1日（水） 17:00 大ホール
指揮：真島俊夫
トランペット：日野皓正　　オルガン：勝山雅世
吹奏楽：岩手県沿岸部の高校吹奏楽部に所属する生徒　　他

福島弘和：吹奏楽のための序曲
P.スパーク：陽はまた昇る
真島俊夫：三つのジャポニスム

7月25日（土）
11:00
14:00

7月26日（日）
11:00
14:00

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

Ⅰ サントリーホール オペラ・アカデミー コンサート 5月27日(水） 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　コーチング・ファカルティ
エフゼクティブ・ファカルティ：ジュゼッペ・サッバティーニ

第1部　イタリア室内歌曲（プリマヴェーラ・コース 第2期生）
第2部　オペラ・アリアと二重唱（アドバンスト・コース第1期生）
アンコール　ヴェルディ：オペラ『ファルスタッフ』から第3幕フィナーレ
　　　　　　　　「世の中はすべて冗談」

Ⅱ
サントリーホール オペラ・アカデミー公演
ラ・ボエーム

2016年1月21日
（木）

19:00 ブルーローズ
ソプラノ：吉田珠代、湯浅ももこ　テノール：樋口達哉、高畠伸
吾
バリトン：増原英也、村松恒矢、吉川健一　バス：片桐将司

プッチーニ：ラ･ボエーム

キユーピー スペシャル
サントリーホール ニューイヤーコンサート2016
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

7月18日（土)

キ ブルーローズ
演奏：Music Players おかわり団
おはなしと歌：神崎ゆう子

アンダーソン：馬と馬車
J.シュトラウスⅡ：ポルカ・シュネル『雷鳴と電光』
ディニク：ひばり
チャイコフスキー：花のワルツ　他

サントリーアートキッズプログラム
いろいろドレドレ－美術と音楽に親しむワークショップ＆コ
ンサート－
vol.1花鳥風月クラシック

⑤

指揮：グイド・マンクージ　  ソプラノ：アンネッテ・ダッシュ　テ
ノール：ミロスラフ・ドヴォルスキー　バリトン：ダニエル・シュ
ムッツハルト
管弦楽：ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

J.シュトラウスⅠ：ため息のギャロップ　op.9
J.シュトラウスⅡ：オペレッタ『くるまば草』序曲
マンクージ：さくらワルツ
J.シュトラウスⅡ：ワルツ『美しく青きドナウ』　op.314　他



1.公益目的事業1（コンサート事業）公演明細　《音楽事業》
6月8日(月) 19:00 国立音楽大学 明治を彩った西洋曲～唱歌となった西洋曲、訳された西洋オペラ～

6月9日(火) 19:00 フェリス女学院大学 戦争と音楽～闇から光へ～

6月10日(水) 19:00 東京音楽大学 アルカンからの手紙

Ⅳ
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2015
ウィーン・フィル首席奏者による公開ﾏｽﾀｰ･ｸﾗｽ

10月5日（月） 19:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ
講師（クラリネット奏者）：エルンスト・オッテンザマー
受講生2名

ウェーバー：クラリネット協奏曲第1番 ヘ短調 op. 73から第1・2楽章
モーツァルト：クラリネット協奏曲　イ長調　K622から　　他

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

ア
サントリーホール
オルガン プロムナード コンサート

4/16、5/14、6/25、
7/16、9/10、
10/22、11/19、
12/17、1/14、
2/25、3/24
（全て木曜日）

12:15 大ホール

オルガン：4月：アレックス・ガイ、5月：川越聡子、6月：マリア・マ
グダレナ・カチョル、7月：永瀬真紀、9月：椎名雄一郎、10月：
中田恵子、11月：北村あゆ美、12月：近藤岳（オルガン）、松井
亜希（ソプラノ）、1月：青木早希、2月：アリセ・メンディサバル、3
月：青田絹江

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
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～サントリーホールで遊ぼう！ 4月4日（土）
11:00～
17：00

大ホール
ブルーローズ

（大ホール）指揮＆オルガン：鈴木優人、
　　　　　　　演奏：横浜シンフォニエッタ
（ブルーローズ）サントリーホール室内楽アカデミー
　　　　　　　　　サントリーホール オペラ・アカデミー

（大ホール）J.S.バッハ：『主よ、人の望みの喜びよ』
　　　　　　　モーツァルト：オペラ『ドン・ジョヴァンニ』　K527　序曲　　　　　　　他
（ブルーローズ）ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集『四季』から「春」第1楽章
　　　　　　　　　モーツァルト：オペラ『魔笛』　K620から「パ・パ・パ」　　他

日本フィル＆サントリーホール　とっておき　アフタヌーン

Vol.1　『ミュージカル＆オーケストラ』 5月19日（火） 13:00 大ホール
テノール＆ヴォーカル：田代万里生
スペシャルゲスト：春野寿美礼、濱田めぐみ
指揮：竹本泰蔵　管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

田代万里生ミュージカルデビュー5周年コレクション
闇が広がる（エリザーベート）/未来へと続く道（ボニー＆クライド）
オペラとミュージカルの交差―《椿姫》＆《マルグリット》ハイライト 他

Vol.2  『歌舞伎＆オーケストラ』 9月8日（火） 13:00 大ホール
指揮：山田和樹　舞踊：尾上右近
管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

チャイコフスキー：『くるみ割り人形』から「花のワルツ｣、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幻想序曲『ロメオとジュリエット』
ストラヴィンスキー：『春の祭典』

Vol.3 　『バレエ×オーケストラ』 2016年2月23日（火） 13:00 大ホール
バレエ：バレエジェンツ
指揮：大井剛史　オルガン：石丸由佳
管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

ビゼー：『アルルの女』第2組曲から「メヌエット」、「ファランドール」
プロコフィエフ：『ロメオとジュリエット』第1幕から「バルコニーのシーン」　他

レインボウ２１
サントリーホール デビューコンサート2015

ブルーローズ

エ

Ⅲ


