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写真左より
野村 萬 フォーラム議長
河村建夫 議連会長
下村博文 文部科学大臣

基調講演と講演の発信要旨から、シン
ポジウムの模様をお知らせする。

野村 萬 文化芸術推進フォーラム議長の
開会挨拶（要旨）
実演芸術という「国技」を
担うものとして

「文化省」の創設は政治主導によって果
たされるべきものであり、文化芸術振興
議員連盟はその中核をなすものであり、
実演芸術という「国技」を担うものとして
それを支えたい。

本日はその第一歩を踏み出す大切な日
である。

基調講演と講演

河村建夫 文化芸術推進議員連盟会長
（要旨）
文化振興のためにひとつになる
思いでがんばって行きたい
音楽議員連盟の発足の歴史を振り返り

ながら、文化をきちっと捉えて行く枠組
みとして2001年に文化芸術振興基本法を
礎とし、音楽だけにとどまらず、幅広い
文化芸術振興を目指して2013年に文化芸
術振興議員連盟と名称変更に至ったこと
が紹介された。

その上で、超党派の連盟として文化予

司会進行　伊藤信太郎（衆議院議員・
文化芸術振興議員連盟事務局長）
開会挨拶　野村 萬（文化芸 術推 進
フォーラム議長）
基調講演　河村建夫（衆議院議員・文
化芸術振興議員連盟会長）
講　演
下村博文（文部科学大臣・衆議院議員）
甘利 明（経済再生担当大臣・衆議院議員）
近藤誠一（前文化庁長官、近藤文化・外
交研究所代表）
パネリスト
逢沢一郎（自民党、衆議院議員・文化芸
術振興議員連盟会員）
浮島智子（公明党、衆議院議員・文化芸
術振興議員連盟事務局次長）
古川元久（民主党、衆議院議員・文化芸
術振興議員連盟会員）
小熊慎司（維新の党、衆議院議員・文化
芸術振興議員連盟会員）
三谷英弘（みんなの党、衆議院議員・文
化芸術振興議員連盟会員）
宮本岳志（共産党、衆議院議員・文化芸
術振興議員連盟会員）
コーディネーター：鈴木 寛（文部科学省
参与、東京大学 ･ 慶応義塾大学教授）

2014年11月13日（木）、東京新橋の東京美術倶楽部において「五輪の年には文化省」をテーマにしたシンポジウムが開催された。
このシンポジウムは、超党派の衆参国会議員によって構成される文化芸術振興議員連盟と文化芸術振興基本法成立を支援した芸術団
体を中心に構成される文化芸術推進フォーラムの呼びかけによって開催された。当日は、衆議院の解散が囁かれる中にもかかわらず

駆けつけた国会議員を中心とした講演者・パネリストを囲み、参加した約400人によるシンポジウは、熱気の中で進められた。
写真はパネリストの皆さん（左から 司会の鈴木寛氏、逢沢一郎氏、浮島智子氏、古川元久氏、小熊慎司氏、三谷英弘氏、宮本岳志氏）

算を国家予算の0.5％にすることを目指し、
ともに文化振興のためにひとつになる思
いでがんばって行きたいと述べられた。

下村 博文 文部科学大臣（要旨）
2020年に日本が

「世界文化のハブ」に
 「文化芸術立国中期プラン」を中心に

オリンピックの年である2020年あるいは
それ以降に向けて熱い思いを語られた。
今国会でスポーツ庁を作る予定であった
が、これは残念ながら来年の通常国会に
なる。

2020年に再び日本でオリンピックが開
催されることは素晴らしいこと、前回の
ようなインフラ整備だけでなく、成熟し
た文化芸術立国を目指したい。

海外からの観光客も更に増やせば地域
創生にもつながる。世界で戦争が絶えな
いなか、函館に行った際、ロシア正教、
カトリック教会、英国国教会が近接して
存在できている日本を改めて見た。これ
は日本の遺産として、そのストーリーを
考えるとき、宝の山になるだろう。

2020年に日本が「世界文化のハブ」とな
り、世界的なアーティストに創造の場を
提供することが世界に向けての発信力を
持つことになるだろう。
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甘利 明 経済再生担当大臣（要旨）
日本の文化芸術のコンテンツを
売り込む経済戦略
閣僚として安倍内閣の方針として「日

本の文化芸術のコンテンツを日本を売り
込む経済戦略として取り組んでいく」と
いうことである。

クールジャパンとはわかりやすく言え
ば、イケテル日本を海外に発信するとい
うこと。この戦略を扱っているのが、ひ
とつは「クールジャパン機構」、もうひと
つがローカライズ、現地に合う形にする

「J-Lop（ジャパン ローカライズ プロモー
ション）」である。

韓流ドラマの成功と比べると日本は遅れ
ている。日本の文化芸術、食文化やファッ
ションは私たちが思っている以上に海外で
評価されている。海外に合った形にして文
化を売り込むことが日本の経済効果にもつ
ながる。

近藤 誠一 前文化庁長官（要旨）
足りないものは需要と供給を
つなぐ国レベルのマネージメント
タイトルが「文化芸術をもっと外交に

生かす必要性」になっているが、その前
にすべきことは、我々日本人が日本の文
化を正しく認識し、それを子どもたちに
伝える台本を作り上げることに他ならな
い。

文化には力があります。文化が日本
の力だという声があれば、震災後の「自
粛せよ」という話はなかったのではない
だろうか。ジャパンエキスポの手伝いを
してきているが、若い外国人が漫画、ア
ニメだけでなく伝統舞踊、柔道も含めた
ジャパンエキスポという日本百貨店に大
きな興味を示している。足りないものは
需要と供給をつなぐ国レベルのマネージ
メントである。150年前からの欧化政策
によって日本文化を過小評価してきた。
ここは国が指針を示し進めて行くべきと
考える。どこの国にも浮き沈みがある。
その時に力を発揮するのは文化だ。文化
に本当に熱心な大臣がいる今がチャン
ス。最後に、文化は時間のかかるもの、
今すぐ行動に移すことを皆さんと一緒に
心掛けていきたい。

甘利 明 経済再生担当大臣 近藤誠一 前文化庁長官 当日集まった文化関係者の皆さん

「文化芸術推進フォーラム」とは？
　2001年の文化芸術振興基本法成立
を支援した舞台芸術、音楽、映画等、
文化芸術に関わる芸術団体が集い文
化芸術振興基本法推進フォーラムと
して発足。2003年4月1日より、同
フォーラムは「文化芸術推進フォー
ラム」と名称を変更し、現在は日本
オーケストラ連盟を含む15の団体
で構成される。文化芸術が社会にお
いて果たしうる役割を十二分に発揮
していくことを目指し、超党派の衆
参国会議員で構成される文化芸術振
興議員連盟と連携し文化芸術振興の
ための政策提言などの活動を行って
いる団体。

「文化芸術振興議員連盟」とは？
　1977年、文化芸術振興議員連盟の
前身である音楽議員連盟を結成。こ
れまで議員立法で「貸しレコード暫
定措置法」、「音楽文化の振興のため
の学習環境の整備等に関する法律」、

「文化芸術振興基本法」、「劇場、音
楽堂等の活性化に関する法律」を成
立させたほか、著作権等の保護期
間、私的録音補償金制度など著作権
制度の改正に尽力。音楽分野にかか
わらず映画を含めた実演芸術、芸術
家に関わる幅広い多くの課題解決に
貢献している。2013年5月に音楽議
員連盟から文化芸術振興議員連盟に
改称。

パネルディスカッション

超党派の国会議員、各政党よりお一
人ずつを壇上に迎え、進行はかつて文部
科学副大臣として文化振興に多く貢献さ
れ、現在は大学教授の立場で活躍されて
いる鈴木寛氏が務めた。

各パネリストからはこれからの文化振
興について一言ずつ語られた。皆さん、
出身地域・出身分野を中心に、多くの文
化活動について関心をもたれ、それぞれ
強い問題意識をもたれていることが伝
わって来た。

皆さんの熱い思いもあって、パネリスト
同士での活発な議論を行うまでの時間が無
かったものの、進行役の鈴木寛氏から文化
省の創設に向けて、まずは幾つもの省庁に
またがっている文化関係の事業について情
報を共有するための省庁連絡会議の開設、
文化予算のいっそうの拡大、助成のあり方、
政府の人材育成等についての提言がなさ
れ、パネリスト全員が賛同してパネルディ
スカッションは閉じられた。

最後に河村建夫議連会長より本日のシ
ンポジウムを受け、議員連盟上げて日本
の文化芸術振興のために活動し、まずは
文化省の創設と予算の拡大に向けて歩み
を進めることが宣言された。

懇親会

続いて懇親会が開催された。浮島智子
議連事務局次長の司会進行で会は進行し
た。最初にこの日の会場の提供を頂いた
文化芸術推進フォーラムの会員である全
国美術商連合会の会長である淺木正勝会
長の開会の挨拶があり、その後はこの場
にも多くの議連会員の国会議員の方々が
お見えになり、皆さん熱い思いの挨拶を
された。

乾杯の音頭は河村建夫議連会長と野村
萬文化芸術推進フォーラム議長によって
執り行われた。会の中ではゲストとして
参加された重要無形文化財保持者人間国
宝と日本芸術院会員の方々の紹介、また
文化芸術推進フォーラムの構成団体があ
らためて紹介された。

最後は映画監督であり日本映画監督協会

理事長である崔洋一氏のこの日を迎えるま
での苦労と、これから進むべき道への思い
を込めた挨拶で中締めとなった。

この日は多くの国会議員、文化庁をは
じめとする行政関係者、実演芸術に携わ
る皆さんが一同に会し、思いを共有する
貴重な場となった。

今後は、現在約100人強の議連の会員
を増やし、衆参合わせて717人の国会議
員の中でさらに大きな力をもつ連盟に
なって、五輪にとどまることなく文化芸
術の振興に力を注がれることを期待した
い。
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2014年も10月5日（日）から8日（水）に

わたり平成26年度（第69回）文化庁芸術

祭主催公演「アジア オーケストラ ウィー

ク2014」が開催された。アジアからのオー

ケストラはベトナムからホーチミン市交響

楽団、韓国からはキョンギ（京畿）フィル

ハーモニー管弦楽団、日本のホストオー

ケストラは名古屋フィルハーモニー交響楽

団の3楽団によって行われた。

東京公演は、台風の進路が気を持たせ

た5日（日）にホーチミン市交響楽団の公

演で幕が開き、午前中の荒れた天候が嘘

のように公演時には好天気となった6日

（月）のキョンギ（京畿）・フィルハーモニー

管弦楽団、7日（火）は名古屋フィルハー

モニー交響楽団の3公演が、東京オペラ

シティコンサートホールで開催された。

東日本大震災の被災地復興支援コン

サートは、8日（水）に被災地により近い

宮城県名取市の名取市文化会館を会場

に、ホーチミン市交響楽団と名古屋フィ

ルハーモニー交響楽団の合同演奏会で実

施された。

主催：文化庁芸術祭執行委員会
制作：日本オーケストラ連盟
協力：東京オペラシティコンサートホール
　　　（10月5日～7日）
　　　日本航空　日本旅行
共催（10月8日）：公益財団法人名取市文化振
興財団／TBC東北放送
後援（10月8日）：名取市／名取市教育委員会／
国際交流協会ともだちin名取／河北新報社

10月5日（日）
東京オペラシティコンサートホール

ホーチミン市交響楽団
指揮：チャン・ヴォン・タック　
ヴァイオリン：グエン・フー・グエン

ホーチミン市交響楽団は、ベトナムの
南部ホーチミン市に初のプロ・オーケス
トラとして1994年に創立した。2008年
の「アジア オーケストラ ウィーク」で初
来日、2度目の招聘となるのは、このホー
チミン市交響楽団が初めてのオーケスト
ラとなる。

2008年の来日公演で得た芸術面の収
穫は大きく、帰国後定期演奏会を月に2
回に増やすなど演奏活動を活性化したほ
か、演奏曲目のレパートリーにドイツ音

楽を取り入れるなど、オーケストラの改
革に取り組んだ。

日常の活動はホーチミン市オペラ・ハ
ウスの専属オーケストラであるため、オ
ペラ、バレエ公演のピット演奏を数多く
行っている。

今回の公演では、ベトナムの第一人者
の作曲家ド・ホン・クァンのベトナム南
北統一20周年記念に作品されたオーケス
トラのための夜想曲「こだま～いにしえ
からの～」で幕が開いた。つづいてフラ
ンス国立管弦楽団第2ヴァイオリン首席
奏者のグエン・フー・グエンをソリスト
にチャイコフスキーのヴァイオリン協奏
曲、トリはベートーヴェンの交響曲第7
番と堂々としたプログラムを披露した。

アジア オーケストラ ウィーク2014

ホーチミン市響、グエン・フー・グエン（ヴァイオリン）　チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲

名古屋フィル、田村響（ピアノ）　ショスタコーヴィキョンギ・フィル、ウィリアム・ヨン（ピアノ）　ショパン／ピアノ協奏曲第1番

Asia Orchestra Week
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10月6日（月）
東京オペラシティコンサートホール

キョンギ・フィルハーモニー
管弦楽団
指揮：シーヨン・ソン　
ピアノ：ウィリアム・ヨン

キョンギ（京畿）フィルハーモニー管
弦楽団は、ソウル市近郊の行政区、京畿

（キョンギ）道のスウォン市に韓国初の
「道」が運営するオーケストラとして1997
年に創立した。

2003年「ソウルアーツセンターオーケス
トラフェスティバル」に初参加以来、韓国
国内でのメジャーオーケストラの地位を
確立。マーラー、ブルックナー、ショス
タコーヴィッチなどを主なレパートリー
とし、定期演奏会は年14回開催している。
海外公演も多く、今までにアメリカ、ス
ペイン、中国で行い、海外での評価も高い。

今年の1月にシーヨン・ソンが女性指
揮者として韓国初となる音楽監督に就任
し、披露演奏会で行われた、マーラーの
交響曲第2番「復活」が評判となった。

青少年対象の無料演奏会の開催や活動は
多岐にわたり、京畿道の文化発展の原動力
となり、その存在を確かなものにしている。

今回の演奏会では、ルトスワフスキの
小組曲、欧米で活躍している若手ピアニ
スト、ウィリアム・ヨンによるショパン
のピアノ協奏曲第1番、最後はブラーム
スの交響曲第4番で締めくくった。

10月7日（火）
東京オペラシティコンサートホール

名古屋フィルハーモニー
交響楽団
指揮：川瀬賢太郎
ピアノ：田村　響

あと2年で創立50周年を迎える東海
地方を代表する名古屋フィルハーモニー
交響楽団は、常任指揮者マーティン・ブ
ラビンズ、正指揮者円光寺雅彦、指揮者
川瀬賢太郎のもと、愛知県芸術劇場コン
サートホールを本拠地に月2回の定期演
奏会を行っている。

2002年からは、ウィーンフィルのコン
サートマスター、ライナー・ホーネック
が首席客演コンサートマスターに就任、
ソリストとしても活躍している。今まで
に4回の海外公演を行い、このうち2000
年にはアジア8か国、2006年にはアジア
7か国とアジア地域での演奏活動も積極
的に行っている。

この日は、名古屋フィルのコンポー
ザー・イン・レジデンスに就任している
藤倉大が2011年にエル・システマの創立
者アブレイ博士と30歳を迎えた指揮者
ドゥダメルに献呈したトカール・イ・ル
チャールで開演、2曲目は若手実力派で
多くの音楽賞に輝いている田村響がショ
スタコーヴィチのピアノ協奏曲第2番を、
最後は大作ラフマニノフの交響曲第2番
で締めくくった。

10月8日（水）
名取市文化会館

ホーチミン市交響楽団＆
名古屋フィルハーモニー
交響楽団 合同演奏会
指揮：チャン・ヴォン･タック
　　　川瀬賢太郎

被災地復興支援コンサートは今年で4
回目となる。これまでに仙台、福島、盛
岡と被災3県の県庁所在地での公演が終
了し、2クルー目に入り、今年は宮城県
名取市で行われた。

前半はホーチミン市響がド・ホン・クァ
ンのオーケストラのための夜想曲、名古
屋フィルが藤倉大のトカール・イ・ル
チャーレを演奏し、後半は合同演奏。ホー
チミン市響と名古屋フィルの楽員がそれ
ぞれ隣りに座り、ベートーヴェンの交響
曲第7番をチャン・ヴォン・タックの指
揮で好演した。アンコールはラフマニノ
フのボカリーズを川瀬賢太郎の指揮で演
奏した。

被害の大きかった名取市は仮設住宅で
避難生活を強いられている方々も多く、
不便な生活の中、演奏会場にも多くの方
が足を運んでくださった。一日でも早い
復興が待たれる。

チ／ピアノ協奏曲第2番

懇親パーティ　日本オーケストラ連盟児玉幸治理事
長の発声で乾杯

交歓するホーチミン市響、キョンギ・フィル団員たち

加藤敬文化庁芸術文化課課長による主催者挨拶

アンコール終演後、お互いの健闘をたたえる川瀬賢太郎氏とチャン・ヴォン・タック氏
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9月にはバンコク交響楽団のマネージメン
トスタッフ3名が研修のため来日、約1か月
間首都圏のオーケストラと地方オーケストラ
の5楽団等で研修を受けた。

このうちの一人、ゼネラルマネージャーの
ワンチャイさんは研修成果について、
「日本のオーケストラは先進的で、プロ

意識が高く、世界の一流のオーケストラと
比肩する」
「今回は通常公開されない初日の練習、

ゲネプロを聴く機会も多く、指揮者、ソリス
トを中心にした質の高い合理的なリハーサ
ル、それに加えて、ステージ・マネージャー、
ライブラリアン、オーケストラ職員の仕事に
対する姿勢により高度な演奏水準を保って
いることを知ることができた」
「帰国後は今回の経験を活かして、バン

コク交響楽団の現状を改め、水準を向上さ
せることに努力したい」また「バンコクでも
青少年向けの学校コンサート、年配者向け
のコミュニティ・コンサートの必要性を感じ、
楽員とも話をし、これらの新しいプログラ
ムの提案を要請したい」と研修の成果を熱

く語っていた。
研修にはマーケッティング担当理事のモ

ルチャヤさん、ライブラリアンのチョムウィ
ライさんも参加し、東響、読響、新日フィル、
九響、日本センチュリーと山響の合同オケ、
アジアオーケストラウィーク参加の各オケで
研修を受けた。

特に名取市での東日本大震災復興支援
で実施した、ホーチミン市響と名古屋フィ
ルの合同演奏会も視察し、約1ヶ月多岐に
わたる研修内容が実現した。

専門家の派遣については経験豊かな60
歳以上の音楽家を対象に、7月中旬から募
集を開始、8月中旬を提出期限とし、9月
3日に面接選考が行われた。選考の結果、
金本順子さん（ヴァイオリン、日本フィル）、
伊藤裕悦さん（クラリネット、東京シティフィ
ル）、大埜展男さん（ファゴット、東響）の3
名の派遣が決定した。

派遣が決まった3名は11月28日に出国し、
来年の11月27日までの1年間、バンコク交
響楽団と行動を共にし、オーケストラの発

展のために熟年パワー
を存分に発揮される。

初ステージは12月7日に予定されている
ユベール・スダーン指揮のタイ国王祝賀記
念コンサートとなった。

バンコク響のスケジュールが空いている
時は、大学で行われるミュージックキャン
プ等にも参加し、市民の音楽教育にも手腕
を発揮することが期待されている。

バンコクの12月、1月は日本の秋と同じ
ような気候で、1年のうちで最も過ごしや
すい季節。赴任早々の不慣れな時期だが、
快適な気候の中、バンコクの生活に早く慣
れて頂けるものと期待している。

アセアン諸国のオーケストラ活動も近年
盛んになり、アジアならではの特色ある演
奏スタイルが確立しつつあるように感じら
れる。

10月に行われた「アジア オーケストラ
ウィーク2014」のプログラムに、音楽ジャー
ナリストの近藤滋郎氏がアジアオーケスト
ラウィークを開催時から振り返り、次のよう
に書かれていたので、要約を紹介する。

＊　＊　＊

「各国のオーケストラの演奏でもっとも目
（耳）についたのが、西欧の名曲を西欧風に
演奏するのでなしに、自分たちの感性を全
面にした演奏をしていたことで、オーケスト
ラ音楽、クラシック音楽のあり方を改めて
考え直させられた。たしかに、＜この曲は
もっと重々しく演奏するべきなのでは？＞、
＜今のフレージングは？＞といった違和感
を持ったことは何度かあった。しかし、西
洋的（もしくは日本人的）ではないということ
だけで頭から否定して良いものかどうかと
思ったことも事実である。ドビュッシーや
ラヴェルはフランス風に、チャイコフスキー
はロシア風に演奏することが最善としてき
たことへの疑問と反省だったとも言える。

本拠地タイ文化センターでのバンコク交響楽団

ASEAN オーケストラ支援事業がスタート
独立行政法人「国際交流基金」の平成26年度

ASEAN 文化協力／ASEAN オーケストラ支援事業がスタート！ 
本事業は日本からの専門家の楽員派遣と

派遣先のマネージメントスタッフの日本での研修がセットになっている。
今年は「バンコク交響楽団」の支援が決定した。

九州交響楽団のライブラリア
ン柳堂涼香さん（右から２人
目）から研修を受ける左から
モルチャヤさん、チョムウィ
ライさん、ワンチャイさん



7

真摯で熱の籠った演奏姿勢は海外公演
というだけではないようで、欧米オーケス
トラの気の抜けたような演奏よりもはるか
に素晴らしいものだった。　―（中略）―
　これからのオーケストラの活動は20世紀
前半までとはかなり違った考え方が必要に
なってくるだろう。“ヨーロッパで培われた
オーケストラ”が、民族性も環境もまった
く違った国々まで浸透したことはとても喜
ばしいことである」。

＊　＊　＊

このように、アジアのオーケストラは独
自の演奏スタイルを築き始めている。だが、
歴史の浅い分、オーケストラの「基本」、「あ
り方」についてはまだまだ学んでほしいこと
が山積しているのも実情といえる。

このASEAN オーケストラ支援事業によ
り、アセアン地域のオーケストラ活動が活
性化し、オーケストラ文化がなおいっそう
地域に根付くことが期待されている。この
事業は来年度も継続され、タイ以外の国で
実施されることが予定されている。

アジア オーケストラ ウィーク2014名取公演（10月８日）に
先駆け、10月7日にホーチミン市響の木管五重奏のメンバー
が名取市を訪れ、美田園第二仮設集会場と名取が丘児童
センターの2か所で演奏会と交流会を行なった。

美田園第二仮設集会場では、避難されている高齢者も交
え、演奏後にはお互い何語で会話されたのか？ 非常に和
気あいあいと懇談していた。

石巻地区では、新たに2015年３月に東松島市立野蒜小
学校と東松島市立宮戸小学校が統合、石巻市立門脇小学
校が閉校し石巻市立石巻小学校に統合される。オケ連では、
この４校の校歌を昨年に引き続き制作することになった。

オーケストレーションは日本作曲家協議会のご協力により
12月半ばに出来あがる。2015年１月から録音を開始し、２
月には石巻に届けられるように準備している。

11月28日羽田国際空港から JAL031便でバンコクに向かう派遣専門家3 名
（左からファゴット／大埜展男さん、ヴァイオリン／金本順子さん、クラリネット／伊藤裕悦さん）

美田園第二仮設集会所での演奏

美田園第二仮設集会所での演奏

東　日　本　大　震　災　支　援

名取で被災地支援コンサート

統合・閉校する小学校の
校歌CDの制作
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フェスタサマーミューザ
KAWASAKI 2014　開催

この夏の「フェスタサマーミューザ」は７月
26日、ユベール・スダーン指揮の東京交響
楽団のオープニングコンサートで幕を開け
た。8月10日の同楽団によるフィナーレ・コ
ンサートまで、東京都と神奈川にある10の
プロフェッショナル・オーケストラと川崎に
ある二つの音楽大学のオーケストラなどに
よって繰り広げられた。東京ニューシティ
管弦楽団は初の参加となった。ホールには
期間中合計2万4千人が、同時に開催され
たイヴェントを合わせると3万人もの聴衆・
観客が集まる盛況であった。

ステージスタッフ会議
ステージスタッフ会議が、去る8月12日、

13日の2日間、広島のアステールプラザ内
多目的ホール、オーケストラ練習所で開催
された。

今回のテーマは昨年の会議でも話題に
なった、バンダ演奏時における、デジタル
モニターの映像と音声のタイムラグ問題に
時間がさかれ、今年１年をかけて、メーカー、
研究所等と共同で改善策が取れるか調査
することになった。

また、LED 照明に切り替えるホールが増
えてきているが、海外の施設に比べ WIFI
の導入が遅れているとの報告があった。翌
日は広響の練習所等を見学した。

ライブラリアン会議
ライブラリアン会議は、9月10日によみう

りランド内読響練習所で開催された。
議題に先立ち、TPP 交渉で話題になっ

ている著作権使用期間の50年から70年に
延長する議論について、この問題に詳しい
弁護士の福井健策氏が講演し、保護期間

が延長されることにより、死蔵（利用されな
い）作品の増加も懸念される、などの興味
深い内容が提示された。

アフィニス夏の音楽祭2014
山形で開催

第26回を迎えた「アフィニス夏の音楽祭」
が8月17日（日）から　24日（日）まで、山形
で開催された。音楽祭は、全国14のプロ・
オーケストラから30人の受講生が参加し、
四方恭子音楽監督のもと、欧米からの一
流のプレヤーを講師として招聘し、室内楽、
オーケストラのコンサート、地域でのアウト
リーチ活動などが行われた。

今年の特色は、指揮者を招かずにコン
サート・マスターをリーダーとして、より自
発的なアンサンブルを行うことを主眼に行
われた。

最終日のコンサートでは、講師のヘンリッ
ク・ホッホシルト氏（ライプツィヒ・ゲヴァン
トハウス管コンサート・マスター）、川崎洋
介氏（オタワ・ナショナルアーツセンター管
コンサート・マスター）がリーダーを務めた。

平成27年度文化庁概算要求
平成27年度の文化庁概算要求の内容が

発表になった。全体の概算要求額は昨年
度予算と比較して18,204百万円増（前年比
17.6％増）の121,797百万円となっている。
昨年度の概算要求のレベルとほぼ同一であ
る。（結果として昨年は増額にならず、ほぼ
一昨年並み）

オーケストラに関係の深い部分は以下の
通り。
（1）「トップレベルの舞台芸術事業」は

287百万円増の3,439百万円。ただ
し、この増額分は新たに対象となっ
た、外国人対応のための多言語対

応と子育てを行うアーティストのた
めの子育て支援のためのもの。

（2）「文化芸術による子供の育成事業」
は241百万円増の5,343百万円。巡
回公演事業は100公演、芸術家の
派遣事業は400件の目標増となって
いる。

（3）本年度から新たに設けられた「戦略
的芸術文化創造推進事業」は363
百万円増の729百万円となっている。

第26回高松宮殿下記念
世界文化賞にアルヴォ・ペルト氏

本年度の同賞音楽部門にエストニアの作
曲家アルヴォ・ペルト氏が選ばれた。他に
絵画部門、彫刻部門、建築部門にそれぞ
れ世界を代表するアーティストが選ばれた。
受賞式は10月15日に明治記念館で行われ
た。

関西フィル、認定 NPO に移行
関西フィルハーモニー管弦楽団は11月25

日付で大阪市より認定 NPO（認定 特定非
営利活動法人）の認定を受けた。これによ
り税制上の優遇措置を受けることが可能と
なり、寄付を集めやすくなる。

札幌交響楽団
2015年春に台湾公演

札幌交響楽団は、2015年3月台湾公演
を行う。同団としては3回目となる台北公演
に加え、その他3つの都市を訪問。なお、
同団とともに英国、韓国、ヨーロッパなど
海外公演において大きな成果をおさめてき
た尾高忠明さんの音楽監督としての最後の
公演となる。
3月22日（日） 台北･ 國家音楽廰
3月23日（月） 台北･私立靜修女子中学講堂
3月25日（水） 高雄 ･ 国立中山大學逸仙館
3月27日（金） 台中 ･ 中興堂
3月28日（土） 台南･南瀛綠都心公園屋外特設
ステージ〈台南芸術節開幕公演〉
指揮：尾高 忠明
ヴァイオリン：成田 達輝
演奏曲目：武満徹／死と再生、
ラフマニノフ／交響曲第2番ホ短調、
ドヴォルザーク／交響曲第8番ト長調、
メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲ホ短
調　ほか

オープニングファンファーレ　Ⓒ青柳 聡

文翔館・議場ホールでの演奏　Ⓒ K. miura
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外山雄三さん。同コンクールは国際音楽コ
ンクール世界連盟に加盟した。

岩城宏之音楽賞に内藤淳子さん
岩城宏之音楽賞の第8回目の受賞者にロ

イヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団ヴァイオ
リン奏者である内藤淳子さんが選ばれた。
ヨーロッパ各地でソリスト、室内楽奏者とし
て古典から現代までの幅広いレパートリーで
活躍。

下野竜也さん2014年度東燃ゼネ
ラル音楽賞洋楽部門奨励賞を受賞

指揮者の下野竜也さんが2014年度の東
燃ゼネラル音楽賞洋楽部門奨励賞を受賞。
本賞にはソプラノの佐々木典子さんが選ば
れた。

永峰大輔さん、ICWC 国際指揮
コンクールで最優秀指揮者に

アメリカのアトランタで2004年より開催さ

『頑張れる』理由？

芸術院新会員に指揮者の
飯守泰次郎さんが選ばれる

日本芸術院は芸術活動に大きな功績が
あったとして、指揮者の飯守泰次郎さんら
4人を新たな会員として選出した。飯守さん
は桐朋学園を卒業後、ヨーロッパの歌劇場
を中心に活躍。現在は新国立劇場オペラ
芸術監督、東京シティ・フィルハーモニック
管弦楽団桂冠名誉指揮者、関西フィルハー
モニー管弦楽団桂冠名誉指揮者。これま
でに、第32回（2000 年度）サントリー音楽
賞、2004年11月紫綬褒章、2008年第43
回大阪市市民表彰、2010年11月旭日小綬
賞、2012年度には日本芸術院賞および文
化功労者に選ばれている。

東京国際音楽コンクール（指揮）が
2015年10月に開催

第17回を迎える東京国際音楽コンクール
（指揮）が来年10月に東京オペラシティコン
サートホールで開催される。審査委員長は

れている ICWC 国際指揮コンクールにおい
て、本年7月永峰大輔さんが最優秀指揮者
の一人に選ばれた。他に韓国の Eunesok 
Seo とスペインのイヴォンヌ・ヌノ・ゲレロ。
永峰さんは洗足学園指揮研究所の出身。
2012年より神奈川フィルの副指揮者を務め
る。

佐川吉男音楽賞に関西二期会公演
第12回佐川吉男音楽賞に関西二期会が

上演したモーツァルトの「魔笛」公演が選ば
れた。

第24回芥川作曲賞に鈴木純明さん
故・芥川也寸志さんの功績を記念して

1990年に創設された同賞の第24回目の受
賞作品に鈴木純明さんの「ラ・ロマネスカⅡ
－ペトルッチの遍歴～管弦楽のための」が
選ばれた。

一般社団法人大阪交響楽団 会員・チケット担当

辻　亮子 プロフィール
大阪音楽大学短期大学部音楽科（声楽専攻）卒
業後、同短大専攻科課程修了。
2003 年入社後は、仕事と日本舞踊の稽古に追わ
れる毎日。そのため主婦業手抜き率が日々増加
中。

にどうか、と声をかけてくれました。
音大を出て、音楽関係の仕事につけるの

は貴重と思い引き受けましたが、声楽の勉
強はしていたものの、幼少期から続けてい
る日本舞踊の影響か、クラシックが好きか
と聞かれると、「クラシックより邦楽・歌舞
伎が好き」と即答してしまうし、オーケス
トラだけの演奏もちゃんと聞いたことがな
かった私にできるのかと不安でいっぱいで
した。

しかし、そんな私でも10 年以上この仕
事を続けてこられたのは、お客様の嬉しい
声が聞こえてくるからかもしれません。

音楽関係の仕事といっても、私のやって
いる仕事は『接客業』が主。オーケストラ
はもちろん演奏する人がいないと始まりま
せんが、その演奏を聴いてくださるお客様
がいてこそ演奏会として成り立つ。私の仕
事はそんなお客様に一番真っ先に接する大
事なポジション。もちろん一度きりのお客
様も大事だとは思いますが、長年、楽団を
応援してくださる会員様を大事にしていま
す。全員のことを把握するのはさすがに難
しいのですが、更新を重ねてくださる会員
様のことはなるべく覚えるよう心掛けてい

「仕事、なんもしてないよな？　オーケス
トラの事務所で働く気ある？」短大時代の
友人が、出産で主婦業に専念するので後任

ます。そうしていくうちに、会員様も私のこ
とを覚えてくださり「辻さん！今日も来たよ」
と病気で外出が難しくなってきても聴きた
いと思ってるうちは来ると言ってご来場のた
びに声をかけてくださったり、「他の楽団に
も入ってるし、更新迷ってる」と、ある会員
様に会場で言われた時、「○○様にお会い
できなくなるのは寂しいですね」と続けると、

「あんた私の名前覚えてるんか？･･･ やった
ら更新せなあかんな（笑）」と笑顔で答えて
くださったりと、お客様のことを覚えるって
大事だと実感し、また嬉しい気持ちも湧い
てきます。

お客様に直接触れる機会の多いこの仕
事はつらいことや、なんで？　と思う理不
尽なクレームもたくさんあり仕事が嫌になっ
たりすることもありますが、お客様からの
嬉しいお声を聞けることで『頑張ろう』と思
わせてくれるのかもしれませんね。
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札幌交響楽団

仙台フィルハーモニー管弦楽団

山形交響楽団

特別演奏会「名曲コレクション」ニューイヤーコンサート2015
2015年1月10日（土） 盛岡市民文化ホール／11日（日） 福島市音楽堂／12日（月・祝） いわき芸術文化交流館 アリオス 大ホール

【指揮】大友 直人　【テノール】オトカル・クライン
プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より“冷たき手を”、歌劇「トスカ」より“星は光りぬ”　J. シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」序曲
ヨーゼフ・シュトラウス：鍛冶屋のポルカ　J. シュトラウスⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」

【全席指定】S：￥4,000（￥2,500）A：￥3,500（￥2,000）　B ￥3,000（￥1,500）※当日券は￥500 増し　※括弧内学生料金　※福島公演は S,A 席のみ

問合せ　011-520-1771

問合せ　022-225-3934

問合せ　023-625-2203

札幌交響楽団　仙台フィルハーモニー管弦楽団　山形交響楽団

詳細は、公式ホームページでご覧ください　http://www.sso.or.jp

1日（月）—————————————————————————————
神奈川フィル フレッシュ・コンサート
14：00（みなとみらい）

2日（火）—————————————————————————————
テレマン マンスリーコンサート
19：00（大阪倶楽部）

3日（水）—————————————————————————————
仙台フィル オーケストラ・スタンダード
19：00（日立システムズホール仙台）

4日（木）—————————————————————————————
読響 定期
19：00（サントリー）

5日（金）—————————————————————————————
Ｎ響 定期 Aプログラム
18：00（NHK）　
日本フィル 東京定期
19：00（サントリー）

6日（土）—————————————————————————————
日本フィル 東京定期
14：00（サントリー）
OEK BALLET WEEKⅠ 「くるみ割り人形」
14：00（石川音楽堂）
大阪響 名曲コンサート“お菓子の家で
クリスマス”
13：30 ／ 17：00 （ザ・シンフォニー）
静響 エッセンシャル・モーツァルト・シリーズ
14：00（マリナート）

7日（日）—————————————————————————————
Ｎ響 定期 Aプログラム
15：00（NHK）

8日（月）—————————————————————————————
都響 定期A
19：00（東京文化）

9日（火）—————————————————————————————
都響 定期B
19：00（サントリー）
OEK BALLET WEEKⅡ 「シンデレラ」
19：00（金沢歌劇座）
大阪フィル 西本智実×大阪フィル

〈情熱のロシア〉
19：00（フェスティバル）
日本センチュリー響 定期
19：00（ザ・シンフォニー）

11日（木）———————————————————————————
セントラル愛知 市民合唱による悠久の第九
18：30（芸文コンサート）

12日（金）———————————————————————————
札響 定期
19：00（札幌 Kitara）　
Ｎ響 定期 Cプログラム
19：00 （NHK）　
読響 名曲シリーズ福岡公演
19：00（アクロス福岡）
名フィル 定期
18：45（愛知県芸劇）   

13日（土）———————————————————————————
札響 定期
14：00（札幌 Kitara）　
山響 定期
19：00（山形テルサ）　
Ｎ響 定期 Cプログラム
15：00（NHK）　
東響 定期
18：00（サントリー）　
都響 「作曲家の肖像」《シベリウス》
14：00（東京芸劇）　
日本フィル 横浜定期演奏会
18：00（みなとみらい）
名フィル 定期
16：00（愛知県芸劇）   
兵庫芸文管 ユベール・スダーン モー
ツァルトの旅
15：00（芸術文化センター）
九響 延岡第九演奏会
18：30 （延岡総合文化）

14日（日）———————————————————————————
山響 定期
16：00（山形テルサ）　
日本フィル 第九特別演奏会
14：30（サントリー）
OEK メサイア公演
15：00（石川音楽堂）
関西フィル 「第九」特別演奏会
14：30（シンフォニー）
九響 大分第九の夕べ
17：00 （iichiko 総合文化）

15日（月）———————————————————————————
大阪響 定期 【自然・人生・愛～マーラー
とそのライヴァルたち②】
19：00（ザ・シンフォニー）

17日（水）———————————————————————————
Ｎ響 定期 Bプログラム
19：00（サントリー）

定期演奏会 会場：日立システムズホール仙台・コンサートホール
［全席指定］S：￥5,000（￥2,000）  A：￥4,500（￥1,500）  Z：￥2,000
第288回  2015年1月23日（金） 19時／24日（土） 15時

【指揮】 ユベール・スダーン
モーツァルト：交響曲第29番　シューベルト：交響曲第７番「未完成」　メンデルスゾーン：交響曲第4番「イタリア」

第289回  2015年2月20日（金） 19時／21日（土） 15時
【指揮】 広上 淳一　【ピアノ】伊藤 恵
シューマン：「マンフレッド」序曲　クララ・シューマン：ピアノ協奏曲　ブラームス：交響曲第１番

第290回  2015年3月20日（金） 19時／21日（土） 15時
【指揮】 パスカル・ヴェロ　【ティンパニ】竹内 将也、有賀 誠門
コリリアーノ：プロムナード序曲　グラス：2人のティンパニストとオーケストラのための幻想的協奏曲（日本初演）　ロドリゲス：交響詩「エル ヒボア」 （日本初演）
マルケス：コンガ・デル・フエゴ　マルケス：ダンソン第2番　モンカーヨ：フアパンゴ　ヒナステラ：バレエ音楽「エスタンシア」より “マランボ”

お申込み・お問合せ：仙台フィルサービス  http：//www.sendaiphil.jp/

ⓒ Greg Sailor

定期演奏会  会場：札幌コンサートホール Kitara
 第576回  2015年1月30日 19時／ 31日 14時

【指揮】ユベール ･スダーン　【ピアノ】バリー ･ ダグラス
【曲目】ブラームス／ピアノ協奏曲第２番、ラヴェル「ダフニスとクロエ」第２組曲　ほか

 第577回  2月13日 19時／14日 14時
～生誕150年記念シベリウス交響曲シリーズvol.3～

【指揮】尾高忠明 （音楽監督）
【曲目】 シベリウス／交響曲第 5 番、第 6 番、第７番

【各1回券】  SS6,500円　S5,500円　A5,000円　B4,500円　C3,000円
　　　　　 *U25割（1989年以降生まれ対象）1,500円

東京公演  会場：サントリーホール
2月17日 19時
※指揮、曲目は第 577 回定期演奏会と同じ

【チケット】  S6,000円　A5,000円　B4,000円　C3,000円



12月 December

11

新日本フィル 2014/2015 Season 定期演奏会

サントリーホール定期 会場：サントリーホール

トリフォニー定期 会場：すみだトリフォニーホール

群馬交響楽団

新日本フィルハーモニー交響楽団

第505回定期演奏会
1月31日（土） 【開演】18：45

【会場】群馬音楽センター
【指揮】アンドレアス・デルフス
【ピアノ】小曽根真
【曲目】アーロン・ジェイ・カーニス／ムジカ・
セレスティス、ガーシュウィン／ヘ調のピアノ
協奏曲、ベートーヴェン／交響曲第７番イ長
調作品92

第506回定期演奏会
2月28日（土） 【開演】18：45

【会場】群馬音楽センター
【指揮】ジョセフ・ウォルフ
【ヴァイオリン】漆原朝子
【曲目】エルガー／ヴァイオリン協奏曲ロ短
調作品61、シベリウス／交響曲第５番変
ホ長調作品82

第38回東毛定期演奏会
3月1日（日） 【開演】15：00 

【会場】桐生市市民文化会館
【指揮】ジョセフ・ウォルフ
【ヴァイオリン】漆原朝子
【曲目】エルガー／ヴァイオリン協奏曲ロ短
調作品61、シベリウス／交響曲第５番変
ホ長調作品82

第507回定期演奏会
3月21日（土・祝）【開演】18：45

【会場】群馬音楽センター
【指揮】大友直人
【ピアノ】河村尚子
【曲目】プロコフィエフ／ピアノ協奏曲第３
番ハ長調作品 26、マーラー／交響曲第１
番変ニ長調「巨人」

東京公演
3月22日（日）【開演】15：00

【会場】すみだトリフォニーホール
【指揮】大友直人
【ピアノ】河村尚子
【曲目】プロコフィエフ／ピアノ協奏曲第３
番ハ長調作品 26、マーラー／交響曲第１
番変ニ長調「巨人」

問合せ　027-322-4316

問合せ　03-5610-3815

群馬交響楽団　NHK交響楽団　新日本フィルハーモニー交響楽団

NHK交響楽団

【資料請求・お問い合わせ】Ｎ響ガイド 03-3465-1780／営業：平日10：00～18：00 ／ 定休日：土・日・祝日・定期公演Aプロ翌月曜   http：//www.nhkso.or.jp

S ¥8,800～E（自由席）¥1,500
※ユースチケット（25 歳以下）のお取り扱いもあります。

問合せ　03-3465-1780

定期公演（会場：NHK ホール）

www.njp.or.jp

ⓒ Ramella & Giannese ⓒ Julia Bayer

WINTER
SEASON

1/29（木） 19：15
［指揮］井上道義　［曲目］武満 徹 / 地平線のドーリア　クセナキス /ノモス・ガンマ ほか

2/20（金） 19：15
［指揮］ジャン＝クリストフ・スピノジ
［曲目］シューベルト/ 交響曲第３番　サン = サーンス / 交響曲第３番『オルガン付き』 ほか

3/15（日） 14：00
［指揮］ハルトムート・ヘンヒェン　［曲目］モーツァルト/ 交響曲第 41 番『ジュピター』 ほか

2/27（金） 19：15， 28（土） 14：00
［指揮］ラルフ・ワイケルト　［曲目］ウェーバー/ 歌劇『魔弾の射手』序曲　ブラームス / 交響曲第１番 ほか

3/27（金） 19：15， 28（土） 14：00
［指揮］マックス・ポンマー　［曲目］J.S. バッハ / 管弦楽組曲第１番～第４番

【チケット料金】［トリフォニー定期］　Ｓ￥7,200　Ａ￥6,100　Ｂ 5,100　Ｃ￥4,100　［サントリーホール定期］　Ｓ￥7,200　Ａ￥6,100　Ｂ 5,100　Ｃ・Ｐ完売

料 金
（1回券）

群馬交響楽団の定期公演ご案内

1/10（土）18：00, 11（日）15：00
ベートーヴェン／交響曲 第5番 ハ短調 作品67「運命」 　ほか
指揮：ジャナンドレア・ノセダ

1/16（金）19：00, 17（土）15：00
ムソルグスキー（ラヴェル）／組曲「展覧会の絵」 　ほか
指揮：ジャナンドレア・ノセダ

2/7（土）18：00, 8（日）15：00
マーラー／交響曲 第1番 ニ長調「巨人」　 ほか
指揮：パーヴォ・ヤルヴィ

2/13（金）19：00, 14（土）15：00
ショスタコーヴィチ／交響曲 第5番 ニ短調 作品47　ほか
指揮：パーヴォ・ヤルヴィ

18日（木）———————————————————————————
Ｎ響 定期 Bプログラム
19：00（サントリー）
読響 メトロポリタン・シリーズ
19：00（東京芸劇）
日本センチュリー響 定期
19：00（ザ・シンフォニー）

19日（金）———————————————————————————
東京フィル ベートーヴェン『第九』特別
演奏会
19：00 （東京オペラシティ）
読響 「第九」特別演奏会
19：00（サントリー）
神奈川フィル 県民ホールシリーズ 第九
19：00（神奈川県民）
広響 ディスカバリー・シリーズⅪ.ロンドン
18：45（アステール）

20日（土）———————————————————————————
仙台フィル 第九
15：00（東京エレクトロンホール宮城）
新日本フィル 特別演奏会『第九』
14：00（オーチャード）
読響 東京芸術劇場マチネーシリーズ
14：00（東京芸劇）
名フィル 市民会館名曲シリーズ
16：00（日本特殊陶業市民会館フォレスト）
兵庫芸文管 PACクリスマスPOPS
15：00（芸術文化センター）
京フィル はじめてのクラシックコン
サートシリーズ
11：00 ／ 14：30 （京都コンサート小）
奈良フィル サロンコンサート
14：00（やまと郡山城ホール）

21日（日）———————————————————————————
新日本フィル 特別演奏会『第九』
14：00（サントリー）
東京フィル ベートーヴェン『第九』特別演奏会
19：00 （サントリー）
日本フィル 第九特別演奏会
14：00（東京芸劇）
名フィル 市民会館名曲シリーズ
16：00（日本特殊陶業市民会館フォレスト）

22日（月）———————————————————————————
Ｎ響 「第９」
19：00（NHK）
読響 サントリーホール名曲シリーズ
19：00（サントリー）

23日（火・祝）———————————————————————
Ｎ響 「第９」
15：00（NHK）
新日本フィル 特別演奏会『第九』
14：00（トリフォ二―）
東京フィル ベートーヴェン『第九』特別演奏会
15：00（オーチャード）
読響 みなとみらいホリデー名曲シリーズ
14：00（みなとみらい）
名フィル クリスマス・スペシャル・コン
サート
16：00（愛知県芸劇）
九響 第九
15：00（福岡シンフォニー）
中部フィル サンクスコンサート
14：00（小牧市東部市民）

24日（水）———————————————————————————
九響 第九の夕べ
19：00（ソレイユ）
都響 都響スペシャル「第九」
19：00（東京芸劇）

25日（木）———————————————————————————
都響 都響スペシャル「第九」
19：00（東京文化）
日本フィル 第九特別演奏会
19：00（サントリー）
読響 気楽にクラシック～ヨーロッパ音
楽紀行～
20：00（オペラシティ）
テレマン 教会音楽シリーズ
19：00（夙川教会）

26日（金）———————————————————————————
Ｎ響 「第９」
19：00（NHK）
都響 都響スペシャル「第九」
19：00（サントリー）
日本フィル 第九特別演奏会
19：00（東京芸劇）
読響 大阪定期
19：00（ザ・シンフォニー）
京フィル 室内楽コンサートシリーズ

「魅惑の室内楽」
18：45 （京都文化博物館別館）

27日（土）———————————————————————————
札響 「第九」
14：00（札幌 Kitara）
Ｎ響 かんぽ生命 presents N響第九
14：00（サントリー）

© Takashi Iijima © Serge Derossi

© Oil Rust

© Marc-Waymel

© Kosaku Nakagawa

全国33のプロ・オーケストラでは、一人でも多くの方がオーケストラ音楽に親しみ、オーケストラをもっ

と身近に感じて頂くきっかけを創ろうと、3月31日をミミにイチバン！「オーケストラの日」として、そ

れぞれの地域で工夫を凝らして展開しています。首都圏では全12楽団が「文京シビックホール」に一堂

に会し、オーケストラの魅力を多角的にお伝えする、一日限りの スペシャル を演出します。
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東京交響楽団　東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　東京都交響楽団

東京都交響楽団

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

問合せ　03-3822-0727

問合せ　03-5624-4002

東京交響楽団 問合せ　044-520-1511

秋山和慶
指揮者生活50周年記念演奏会
2015年2月11日（水・祝） 15：00時開演
ミューザ川崎シンフォニーホール　S￥7,000  A￥6,000　B￥4,000　C￥3,000

【指揮】秋山和慶　【ヴァイオリン】神尾真由子
ブラームス

交響曲 第２番
チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ラヴェル

「ダフニスとクロエ」第２組曲

http://www.cityphil.jp/　東京シティ・フィル チケットサービス 03-5624-4002（平日10：00〜18：00）

［HP］http://tokyosymphony.jp　TOKYO SYMPHONY チケットセンター 044-520-1511（平日10：00〜18：00　土日祝休み）

第287回定期演奏会

宮本文昭、指揮者としての
ファイナルステージへ
3月21日（土） 
14：00
東京オペラシティ
コンサートホール

第40回ティアラこうとう定期演奏会

三ツ橋敬子のイタリア
3月7日（土） 15：00
ティアラこうとう 大ホール

1日（木・祝）—————————————————————————
神奈川フィル 県民ホールシリーズ
19：00（神奈川県民）

2日（金）—————————————————————————————
東京フィル ニューイヤーコンサート
15：00 （オーチャード）

3日（土）—————————————————————————————
新日本フィル ニューイヤーコンサート
14：00（トリフォニー）
東京フィル ニューイヤーコンサート
15：00 （オーチャード）

4日（日）—————————————————————————————
東響 横須賀ニューイヤー
15：00（横須賀芸劇）　
九響 ニューイヤーコンサート
15：00 （福岡シンフォニー）
ユニフィル 初夢コンサート
13：30（アプリコ）

9日（金）—————————————————————————————
静響 ニューイヤー
14：00 ／ 19：00（グランシップ）
京フィル 定期「ニューイヤーコンサート」
19：00 （京都コンサート）⇨ 18P

10日（土）———————————————————————————
仙台フィル ニューイヤーコンサート
15：00（盛岡市民文化）⇨ 10P
N響 定期 Aプログラム
18：00（NHK）⇨ 11P
日本フィル 横浜定期
18：00（みなとみらい）⇨ 13P
読響 東京芸術劇場マチネーシリーズ
14：00（東京芸劇）
OEK ニューイヤーコンサート2015
14：00（石川音楽堂）⇨ 16P
大阪フィル 新春名曲コンサート
15：00（フェスティバル）
兵庫芸文管 名曲コンサート
15：00（芸術文化センター）
九響 ニューイヤーコンサート
17：00 （ウェルとばた）
ユニフィル 定期
15：00（アプリコ）⇨ 14P
中部フィル ニューイヤーコンサート
14：00（サラマンカ）⇨ 15P

11日（日）———————————————————————————
仙台フィル ニューイヤーコンサート
15：00（福島市音楽堂）⇨ 10P
N響 定期 Aプログラム
15：00（NHK）⇨ 11P
東響 ニューイヤーコンサート
14：00（サントリー）　
東京シティ・フィル 東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト
14：00（新宿文化）

【指揮】宮本文昭
ビゼー／小組曲「こどもの遊び」より　ドビュッシー／「海」
ラヴェル／「ラ・ヴァルス」　ラヴェル／「ダフニスとクロエ」第 2 組曲
S ￥6,300　A￥5,300　B ￥4,200　C ￥3,200
プラチナ（60 歳以上）：S ￥4,800　A￥4,000
U20（中学生～ 20 歳）￥1,000　U30（21 歳～ 30 歳）￥2,000
その他お得なパック割引あり

プッチーニ／交響的前奏曲　ヴェルディ／オペラ名場面集（歌劇「リゴレッ
ト」より『慕わしい御名は』、歌劇「椿姫」より『第1幕への前奏曲』『そ
はかの人か～花から花へ』）　R.シュトラウス／交響的幻想曲「イタリアより」
S ￥3,700　A￥3,000　ユース￥1,600

ⓒ有田周平

27日（土）———————————————————————————
東響 名曲全集
14：00（ミューザ川崎）　
日本フィル 第九特別演奏会
18：00（みなとみらい）
京響 第九
14：30（京都コンサート）
大阪響 【感動の第九】
14：00（ザ・シンフォニー）

28日（日）———————————————————————————
札響 「第九」
14：00（札幌 Kitara）
東響 第九と四季
14：00（サントリー）　
東京シティ・フィル 第九特別演奏会
14：00（東京文化）
日本フィル 第九特別演奏会
14：30（東京芸劇）
京響 第九
14：30（京都コンサート）
静響 第九
14：00（マリナート）

29日（月）———————————————————————————
東響 第九と四季
14：00（サントリー）　
大阪フィル 第９シンフォニーの夕べ
19：00（フェスティバル）

30日（火）———————————————————————————
大阪フィル 第９シンフォニーの夕べ
19：00（フェスティバル）

31日（水）———————————————————————————
新日本フィル 超!年越しコンサート
22：00（トリフォニー）
OEK カウントダウンコンサート
21：00（石川音楽堂）

ⓒ Walter Garosi

フォーマルウェアの 豆 知 識豆 知 識

ドレスアップスーツの
お話 Dress Up Suit

ビジネススーツの良さとフォーマルウェアの良
さを融合させた新しいフォーマルスタイルがドレ
スアップスーツです。光沢感のある素材に、ディ
テールは、フォーマルウェアのデザインやトレン

12月 December



1月 January

東京フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会
モーツァルト、マーラー、
音楽と人生の旅。
第858回 オーチャード定期演奏会

2月15日（土）
15：00開演
Bunkamura
オーチャードホール
指揮：ダン・エッティンガー
ピアノ：菊池 洋子※

モーツァルト／ピアノ協奏曲第20番※

マーラー／交響曲第 5 番
【チケット料金】S ￥7,700　A￥6,200

マーラーの転換点。
第859回 サントリー定期シリーズ

2月25日（水） 19：00開演
サントリーホール
第91回 東京オペラシティ定期シリーズ

2月26日（木） 19：00開演
東京オペラシティ
コンサートホール
指揮：チョン・ミョンフン
マーラー／交響曲第 6 番『悲劇的』

【チケット料金】S ￥11,300　A￥9,300

http://www.tpo.or.jp/　東京フィルチケットサービス 03-5353-9522（平日 10:00 ～18:00 ／土日祝休）
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東京ニューシティ管弦楽団　東京フィルハーモニー交響楽団　日本フィルハーモニー交響楽団

東京フィルハーモニー交響楽団

日本フィルハーモニー交響楽団

問合せ　03-5353-9522

問合せ　03-5378-5911

東京ニューシティ管弦楽団 問合せ　03-5933-3222

ニューイヤーコンサート
いつもなにかがあたらしい--------

指揮：内藤 彰ソプラノ：安井 陽子コンサートマスター
ヴァイオリンソロ

第９7回定期演奏会

2015.1/24（土）14:30開演   東京芸術劇場

深井史郎／パロディ的な四楽章
尾高尚忠／ チェロ協奏曲
ドヴォルザーク／交響曲第８番

モーツァルト／ 歌劇「フィガロの結婚」序曲
　　　　　　　アイネ・クライネ・ナハトムジーク
　　　　　　　ヴァイオリン協奏曲第５番　　他
J.シュトラウスⅡ／ 喜歌劇「こうもり」序曲
　　　　　　　　　ワルツ「春の声」、「美しく青きドナウ」　他

/

指揮：大井剛史 チェロ：遠藤真理
マスターマスタコンサートママスタマスター

ヴァイオリンンソロヴァイオリヴ イオリ

劇劇場場場場場場場場場場

モーツァルト／ルト／ーツァル ／ 歌劇／歌ーツァルト 歌
　　　　　　　アイネ・クライネネ・ナ　　　 ラ　アイネ・クラ　　　　アイネ・クライネ・ナ
　　　　　　　ヴァイオリン協奏曲曲第　　　 ヴァイオリンヴァイオリン　　　　ヴァイオリン協奏曲第
J.シュトラウスⅡ／ 喜歌劇「こうもりりシュトラシュトラ Ⅱ／ 喜歌劇Ⅱ／喜歌劇ュトラウスⅡ／喜歌劇「こうも
　　　　　　　　　ワルツ「春の声」、　　　　　　ワルツ 春

陽子子

婚」婚」」」

ソ 安井 陽ソ 安井 ソプラノ：安井安井ソプラノ：安井ソプラノ：安ソプラノ

ガロのの結婚結婚ガ「フィガフィガロの結

内藤 彰指揮：内藤指揮指揮

ハトムジークトムジーク

子子

序曲序序曲

：執行 恒宏

2015.1/18（日）14:30開演   北とぴあ

第304回

横浜定期演奏会
2015年1月10日（土） 
午後６時開演　横浜みなとみらいホール

第667回

東京定期演奏会
2015年

1月30日（金） 午後７時開演（午後6時20分開場）

1月31日（土） 午後２時開演（午後1時開場）

サントリーホール

【指揮】小林研一郎［桂冠名誉指揮者］　

【ソプラノ】天羽明惠

J. シュトラウスⅡ世：喜歌劇《こうもり》序曲
J. シュトラウスⅡ世：春の声*
J. シュトラウスⅡ世：トリッチ ･トラッチ ･ ポルカ
レハール：喜歌劇《メリー ･ウィドウ》より「ヴィリアの歌」*
J. シュトラウスⅡ世：喜歌劇《こうもり》より
　　　　　　 「侯爵様、あなたのようなお方は」*
J. シュトラウスⅡ世：美しく青きドナウ
ドヴォルジャーク：交響曲第９番《新世界より》

【料金】S 席7200円　A 席6000円　B 席5200円　C 席4200円
P 席（完売）　Ys（25歳以下、S 席以外）席1500円

【指揮】小林研一郎［桂冠名誉指揮者］　

【オーボエ】杉原由希子［首席奏者］

プログラム
シベリウス生誕150周年プログラム
グリーグ：ホルベルク組曲
モーツァルト：オーボエ協奏曲
シベリウス：交響曲第2番

【料金】S 席7200円　A 席6000円　B 席5200円
C 席（完売）　P 席3200円
Ys（25歳以下、S 席以外）席1500円

ⓒ山口敦

ⓒ Akira Muto

11日（日）———————————————————————————
読響 みなとみらいホリデー名曲シリーズ 
14：00（みなとみらい）
京響 ニューイヤーコンサート
14：30（京都コンサート）
ニューフィル千葉 ニューイヤーコン
サート
14：00 （千葉県文化）

12日（月・祝）———————————————————————
仙台フィル ニューイヤーコンサート
15：00（いわきアリオス）⇨ 10P
東響 名曲全集
14：00（ミューザ川崎）
セントラル愛知 四日市定期
15：00（四日市市文化）

13日（火）———————————————————————————
東京フィル 東京フィル サントリー定期
19：00（サントリー）
OEK ニューイヤーコンサート2015東京
19：00（紀尾井ホール）⇨ 16P

14日（水）———————————————————————————
東京オペラシティ定期
19：00（東京オペラシティ）

15日（木）———————————————————————————
都響 定期A
19：00（東京文化）
大阪フィル ソワレ・シンフォニー
19：30（ザ・シンフォニー）

16日（金）———————————————————————————
N響 定期 Cプログラム
19：00（NHK）⇨ 11P
東京シティ・フィル 定期
19：00（オペラシティ）
読響 定期
19：00（サントリー）
大阪響 定期

【世界初演 ! ティンパニ協奏曲】
19：00（ザ・シンフォニー）
兵庫芸文管 定期
15：00（芸術文化センター）

17日（土）———————————————————————————
山響 定期
19：00（山形テルサ）⇨ 10P
N響 定期 Cプログラム
15：00（NHK）⇨ 11P
日本フィル 名曲コンサート
18：00（サントリー）
神奈川フィル 特別演奏会 名曲への招待
14：00（ミューザ川崎）
名フィル しらかわシリーズ
16：00（しらかわホール）
兵庫芸文管 定期
17：46（芸術文化センター）

18日（日）———————————————————————————
山響 定期
16：00（山形テルサ）⇨ 10P
ニューシティ管 ニューイヤーコンサート
14：30（北とぴあ）⇨ 14P
東京フィル オーチャード定期
15：00（オーチャード）
神奈川フィル 特別演奏会 名曲への招待
14：00　（グリーンホール）
京響 京都市ジュニアオーケストラコン
サート
14：00（京都コンサート）
兵庫芸文管 定期
15：00（芸術文化センター）
奈良フィル ニューイヤーコンサート
15：00（やまと郡山城ホール）

19日（月）———————————————————————————
OEK ニューイヤーコンサート2015大阪
19：00（いずみホール）⇨ 16P

20日（火）———————————————————————————
テレマン マンスリーコンサート
19：00（大阪倶楽部）

21日（水）———————————————————————————
N響 定期 Bプログラム
19：00（サントリー）

22日（木）———————————————————————————
N響 定期 Bプログラム
19：00（サントリー）
京響 定期
19：00（京都コンサート）⇨ 16P
日本センチュリー響 定期
19：00（ザ・シンフォニー）⇨ 17P

23日（金）———————————————————————————
仙台フィル 定期
19：00（日立システムズホール仙台）⇨ 10P
都響 定期B
19：00（サントリー）
読響 メトロポリタン・シリーズ
19：00（東京芸劇）
広響 定期演奏会
18：45（広島文化学園 HBG）⇨ 19P

クラシックコンサート、演劇、クルーズ、パーティ
などで着用することをお勧めします。

一着は、持っていたいアイテムです。読者の
皆様も是非挑戦してみてください。

ド感を取り入れています。※（写真参照）コーディ
ネイトアクセサリーもベストやネックウェア、チー
フを刺し、華やかさを演出しています。

ドレスコードは、インフォーマルです。例えば、

カインドウェア　http//www.kindware,co.jp



Concerts throughout Japan
正会員

Concerts throughout Japan

2月 February

1日（日）—————————————————————————————
山響 ユアタウンコンサート
16：00（置賜文化）⇨ 10P
東京フィル 午後のコンサート
14：00 （東京オペラシティ）
セントラル愛知 クラウンも飛び出す!
ハローオーケストラ
11：00 ／ 14：00（中川文化）
中部フィル 定期
14：00 （小牧市市民）

3日（火）—————————————————————————————
札響 浦河公演
18：30（浦河総合文化）

4日（水）—————————————————————————————
仙台フィル オーケストラ・スタンダード
19：00（日立システムズホール仙台）
日本フィル 九州公演
19：00（メディキット県民文化）

5日（木）—————————————————————————————
日本フィル 九州公演
19：00（iichiko グランシアタ）

14

読売日本交響楽団　神奈川フィルハーモニー管弦楽団

http://www.kanaphil.or.jp

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 問合せ　045-226-5107

第305回定期演奏会

2015年1月24日（土）14時　横浜みなとみらいホール
【指揮】サッシャ・ゲッツェル（首席客演指揮者）　【ソプラノ】チーデム・ソヤルスラン

R.シュトラウス／４つの最後の歌
ブルックナー／交響曲第９番　ほか

【料金】S６,000円　A４,500円　B３,000円

定期演奏会

2015年2月20日（金）19時　横浜みなとみらいホール
【指揮】川瀬賢太郎　【クラリネット】アンドレアス・オッテンザマー

ウェーバー／クラリネット協奏曲第１番
チャイコフスキー／交響曲第２番　ほか

【料金】S６,000円　A４,500円　B３,000円

読売日本交響楽団

常任指揮者カンブルランが魅せる《新世界》
巨匠バシュメットも認めた新星メンケマイヤーが共演！

2015年2月13日（金） 19：00開演 サントリーホール
【指揮】シルヴァン・カンブルラン　【ヴィオラ】ニルス・メンケマイヤー
【曲目】武満 徹／鳥は星形の庭に降りる　バルトーク／ヴィオラ協奏曲
アイヴズ／答えのない質問　ドヴォルザーク／交響曲第９番「新世界から」

【料金】S ￥7,200　A ￥6,100　B ￥5,100　C ￥3,600

名匠コルステン、待望の再来日！
得意の《ジュピター》＆《英雄の生涯》を披露

2015年3月27日（金） 19：00開演 サントリーホール
【指揮】ジェラール・コルステン
【曲目】モーツァルト／歌劇「劇場支配人」序曲
モーツァルト／交響曲第41番 「ジュピター」
R. シュトラウス／交響詩「英雄の生涯」

【料金】S ￥7,200　A ￥6,100　B ￥5,100　C ￥3,600

問合せ　0570-00-4390

東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉

問合せ　03-3766-0876

問合せ　043-222-4231

準会員 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団　ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉

NEW YEAR CONCERT 2015
1月11日（日） 14：00開演　会場：千葉県文化会館大ホール

【指揮】山下一史　【ソプラノ】鈴木玲奈　【ヴァイオリン】岡本誠司
【料金】Ｓ席４000円　Ａ席 3000円　Ｂ席 2000円
　　　 （大学生以下、65 歳以 上は全券種とも各 500 円引き）

【曲目】ヨハン・シュトラウスⅡ：ワルツ「ウィーンのボンボン」
グノー：歌劇「ロメオとジュリエット」より私は夢に生きたい
クライスラー：ウィーン奇想曲愛の喜び　ほか

【問合せ】Web：http://npoc.info/

（ＪＲ本千葉駅徒歩10分）

http://yomikyo.or.jp/

1月 January

23日（金）———————————————————————————
九響 新進演奏家育成プロジェクト 
オーケストラ シリーズ 第19回福岡
18：30 （FFG）
テレマン 定期演奏会
19：00（東京文化小）

24日（土）———————————————————————————
札響 小樽ニューイヤー
15：00（小樽市民）
仙台フィル 定期
15：00（日立システムズホール仙台）⇨ 10P
ニューシティ管 定期
14：30（東京芸劇）⇨ 14P
読響 サントリーホール名曲シリーズ
14：00（サントリー）
神奈川フィル みなとみらいシリーズ定期
14：00（みなとみらい）⇨ 14P
OEK 定期マイスターⅢ
14：00（石川音楽堂）
京響 大阪特別公演
14：00（ザ・シンフォニー）
大阪フィル 大ブルックナー展
15：00（芸術文化センター）

25日（日）———————————————————————————
日本フィル 山梨特別演奏会
16：00（コラニー文化）
関西フィル Meet the Classic
15：00（いずみホール）⇨ 17P

27日（火）———————————————————————————
九響 天神でクラシック 音楽プロム
ナードvol.16
19：00（FFG）⇨ 19P

28日（水）———————————————————————————
読響 気楽にクラシック
～ヨーロッパ音楽紀行～
20：00（オペラシティ）
OEK スペシャルランチタイム
12：15 （石川音楽堂）

29日（木）———————————————————————————
新日本フィル サントリー定期
19：15（サントリー）

30日（金）———————————————————————————
札響 定期
19：00（札幌 Kitara）⇨ 10P
日本フィル 東京定期
19：00（サントリー）⇨ 13P
セントラル愛知 クラウンも飛び出す!
ハローオーケストラ
11：00 ／ 14：00（名東文化）
名フィル 定期
18：45（愛知県芸劇）⇨ 15P
大阪フィル 定期
19：00（フェスティバル）⇨ 17P

31日（土）———————————————————————————
札響 定期
14：00（札幌 Kitara）⇨ 10P
山響 酒田定期
16：00（希望ホール）⇨ 10P
日本フィル 東京定期
14：00（サントリー）⇨ 13P
名フィル 定期
16：00（愛知県芸劇）⇨ 15P
大阪フィル 定期
15：00（フェスティバル）⇨ 17P
ユニフィル ふれあいコンサート
14：30（パーシモン）　
群響 定期
18：45（群馬音楽センター）⇨ 11P

ⓒ読響

ⓒ Marco Borggreve

ニューフィル千葉創立30周年イヤーの幕明！
ウィーン・パリ華麗なる新春



2月 February
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Minako SATAKE

Leoš Svárovský

【指揮】青島広志
【料金】全席指定 3500円
【曲目】トランペット吹きの休日、タイプライ

ター、シンコペーテッド・クロック、サ
ンドペーパーバレエ　ほか

青島広志の軽妙なトークによる
"底抜けに楽しいアメリカ音楽 "

ルロイ・アンダーソン特集
2月20日（金） 19：00開演 しずぎんホールユーフォニア

第56回定期演奏会

オーケストラの日コンサート
～シベリウス生誕150周年記念Vol.1

3月29日（日） 14：00開演
静岡市清水文化会館マリナート大ホール

【指揮】篠﨑靖男　【ピアノ】清水和音
【合唱】県民参加による合唱団　【料金】全席指定 4000円
【曲目】シベリウス／交響詩「フィンランディア」作品 26

（合唱付き）、交響曲第 2番 ニ長調 作品43
　　　ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第 2番 ハ短調 作品
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セントラル愛知交響楽団　名古屋フィルハーモニー交響楽団

名古屋フィルハーモニー交響楽団

セントラル愛知交響楽団

問合せ　052-339-5666

問合せ　052-581-3851

静岡交響楽団

中部フィルハーモニー交響楽団

問合せ　054-203-6578

問合せ　0568-43-4333

ニューイヤーコンサート 音楽の福袋第4弾
2015年1月10日（土）
開演14：00 開場13：20　サラマンカホール

【指揮・お話】池辺 晋一郎、堀 俊輔　【ソプラノ】幸田浩子　【バリトン】宮本益光
プログラム

【第１部】池辺晋一郎：交響曲第 9 番 ～ソプラノ、バリトンとオーケストラのために
　　　　 作曲者指揮初演

【第２部】オペラアリア、ワルツ、ポルカ　他
指定席：4,000円　自由席：3,000円　学生席：1,000円（自由席のみ）

静岡交響楽団　中部フィルハーモニー交響楽団

2015年 1月30,31日
第420回「リングの第1日第1幕」

【出演】マーティン・ブラビンズ （指揮／名フィル常任指揮者）
スーザン・ブロック * （ソプラノ）
リチャード・バークレー＝スティール * （テノール）
小鉄和広 * （バス）

【曲目】R. シュトラウス： セレナード変ホ長調 作品 7
ブリテン： シンプル・シンフォニー 作品 4
ワーグナー： 楽劇『ワルキューレ』第 1 幕 *

2月20,21日
第421回「ロシアの１番」

【出演】アンドリス・ポーガ （指揮）
ソヌ・イェゴン * （ピアノ）
井上圭 * （トランペット／名フィル首席奏者）

【曲目】ムソルグスキー： 聖ヨハネ祭のはげ山の夜
（交響詩『はげ山の一夜』原典版）
ショスタコーヴィチ： ピアノ協奏曲第1番ハ短調 作品35*
カリンニコフ： 交響曲第 1 番ト短調

3月27,28日
第422回「巨匠の 1 番」

【出演】下野竜也 （指揮）
【曲目】松村禎三： 交響曲第 1 番

ブルックナー： 交響曲第 1 番ハ短調［ウィーン稿］

4月24,25日
第423回「自作・他作の転用」

【出演】円光寺雅彦 （指揮／名フィル正指揮者）
リチャード・リン * （ヴァイオリン）
市原愛 ** （ソプラノ）

【曲目】コルンゴルト： 組曲『シュトラウシアーナ』
コルンゴルト： ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品 35*
マーラー： 交響曲第 4 番ト長調 **

http://www.nagoya-phil.or.jp/

5日（木）—————————————————————————————
名フィル 市民会館名曲シリーズ
18：45（日本特殊陶業市民会館フォレスト）
広響 ファン感謝デーコンサート
18：45（西区民文化）

6日（金）—————————————————————————————
新日本フィル 新・クラシックへの扉
14：00（トリフォニー）
読響メトロポリタン・シリーズ
19：00（東京芸劇）
OEK FCCヴァレンタインPOPS
19：00（石川音楽堂）
大阪フィル スペシャルライブ
19：00（ザ・シンフォニー）

7日（土）—————————————————————————————
札響 名曲シリーズ
14：00（札幌 Kitara）
N響 定期 Aプログラム
18：00（NHK）⇨ 11P
新日本フィル 新・クラシックへの扉
14：00（トリフォニー）
東響 名曲全集
14：00（ミューザ川崎）
日本フィル 九州公演
14：00（唐津市民）
読響 サントリーホール名曲シリーズ
14：00（サントリー）
日本センチュリー響 四季コンサート冬
16：00（いずみホール）⇨ 17P
兵庫芸文管 ユベール・スダーン モー
ツァルトの旅 第3回
15：00（芸術文化センター）⇨ 18P
九響 定期
15：00（福岡シンフォニー）⇨ 19P

8日（日）—————————————————————————————
N響 定期 Aプログラム
15：00（NHK）⇨ 11P
日本フィル 九州公演
14：00（佐賀市文化）
セントラル愛知 定期
14：30（しらかわホール）⇨ 15P
名フィル 名フィル エール・コンサート
15：00（日本特殊陶業市民会館フォレスト）
日本センチュリー響 福井特別演奏会
15：00（ハーモニーホールふくい）
京響 オーケストラ・ディスカバリー
2014 第4回
14：00（京都コンサート）
広響 名曲コンサート〈冬〉
15：00（フェニックス）⇨ 19P

10日（火）———————————————————————————
日本フィル 九州公演
18：30（長崎ブリックホール）

11日（水・祝）———————————————————————
東響 秋山和慶指揮者生活50周年記念
演奏会
15：00（ミューザ川崎）⇨ 12P
都響 調布シリーズ
14：00（調布グリーンホール）
日本フィル 九州公演
14：00（アルモニーサンク北九州ソレイユ）
大阪響 名曲コンサート“春への誘いブ
ラームス”
13：30 ／ 17：00（ザ・シンフォニー）
広響 マイタウンオーケストラ 安芸区
14：00（安芸区民文化）

13日（金）———————————————————————————
札響 定期
19：00（札幌 Kitara）⇨ 10P
N響 定期 Cプログラム
19：00（NHK）⇨ 11P
日本フィル 九州公演
19：00（熊本市民会館崇城大学ホール）
読響 定期
19：00（サントリー）⇨ 14P
関西フィル 定期
19：00（シンフォニー）⇨ 17P

14日（土）———————————————————————————
札響 定期
14：00（札幌 Kitara）⇨ 10P
山響 モーツァルト定期
16：00（山形テルサ）⇨ 10P
N響 定期 Cプログラム
15：00（NHK）⇨ 11P
日本フィル 九州公演
14：00（大牟田文化）
名フィル 豊田市コンサートホール・シ
リーズ
16：00（豊田市コンサート）
広響 マイタウンオーケストラ 南区
14：00（南区民文化）

15日（日）———————————————————————————
仙台フィル 東北の作曲家によるオーケ
ストラ新作展
15：00（日立システムズホール仙台）

第138回定期演奏会 ～ 愛 ～
2月8日（日） 13：45開場 14：30開演
三井住友海上しらかわホール

指揮／レオシュ・スワロフスキー（当団音楽監督）

ピアノ／佐竹美奈子

ドヴォルザーク

ピアノ協奏曲ト短調Op.33　
スーク

交響曲第２番「アスラエル」Op.27
入場料：A席4,300円　B席3,200円　C席2,200円　学生席1,000円他

ⓒ Marc Ginot 

【料金】S席：￥6,200～ C席：￥3,100（第420回は S席：￥7,200～ C席：￥4,100）　※ 24歳以下・65歳以上に割引あり

定期演奏会 会場：愛知県芸術劇場 コンサートホール

ⓒ Gakken Pub

ⓒ Benjamin_Ealovega

ⓒ K.Miura

チケット好評発売中【お問合せ】http://www.chubu-phil.com/   chubu-phil@nifty.com

【お問い合わせ】セントラル愛知交響楽団  ☎052-581-3851
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2015年1月22日（木） 19：00開演
会場：京都コンサートホール

【指揮】広上 淳一（常任指揮者兼ミュージック・アドヴァイザー）
【独奏】舘野 泉（ピアノ） 
【曲目】
バーンスタイン

「オン・ザ・タウン」から、３つのダンス・エピソード
ラヴェル
左手のためのピアノ協奏曲ニ長調
プロコフィエフ
交響曲第 5 番変ロ長調 op.100
入場料　S￥4,500  A￥4,000  B￥3,500  P￥2,000

オーケストラ・アンサンブル金沢　京都市交響楽団　大阪交響楽団

オーケストラ・アンサンブル金沢

京都市交響楽団

大阪交響楽団

問合せ　076-232-8632

問合せ　075-711-3110

問合せ　072-226-5522

【オーケストラ名略称】（正会員）　札響（札幌交響楽団）　仙台フィル（仙台フィルハーモニー管弦楽団）　山響（山形交響楽団）
群響（群馬交響楽団）　Ｎ響（ＮＨＫ交響楽団）　新日本フィル（新日本フィルハーモニー交響楽団）　東響（東京交響楽団）　東
京シティ・フィル（東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団）　都響（東京都交響楽団）　ニューシティ管（東京ニューシティ
管弦楽団）　東京フィル（東京フィルハーモニー交響楽団）　日本フィル（日本フィルハーモニー交響楽団）　読響（読売日本交
響楽団）　神奈川フィル（神奈川フィルハーモニー管弦楽団）　セントラル愛知（セントラル愛知交響楽団）　名フィル（名古屋フィ
ルハーモニー交響楽団）　OEK（オーケストラ・アンサンブル金沢）　京響（京都市交響楽団）　大阪響（大阪交響楽団）　センチュ

お問合せ：京都市交響楽団 TEL （075）711-3110　京都市交響楽団オフィシャル・ホームページ　http://www.kyoto-symphony.jp/

ニューイヤー・コンサート2015
全国ツアー
●射水公演（富山県）

1 ／ 11（日）　14：00（13：30 開場）
会場／アイザック小杉文化ホール ラポール
TEL.0766-56-1515

●大垣公演（岐阜県）
1 ／ 12（月 ･ 祝）　17：00 開演（16：30 開場）
会場／大垣市スイトピアセンター
TEL.0584-82-2310

●東京公演
1 ／ 13（火）　19：00 開演（18：30 開場）
会場／紀尾井ホール 大ホール  OEK に問合せ

●武豊公演（愛知県）
1 ／ 18（日） 17：00 開演（16：30 開場）
会場／ゆめたろうプラザ 輝きホール
TEL. 0569-74-1211

●大阪公演
1 ／ 19（月）19：00 開演（18：00 開場）
会場／いずみホール  OEK に問合せ

※公演によって内容が異なります。

【指揮】井上道義　【歌】島田歌穂
ワルトトイフェル：ワルツ「女学生」
ロジャース：「サウンド・オブ・ミュージック」メドレー
アンダーソン：ワルツィング・キャット
ロイド・ウェッバー：「キャッツ」よりメモリー
ロイド・ウェッバー：「エビータ」よりアルゼンチンよ泣かないで
シュトラウス２世：ワルツ「酒、女、歌」
カールマン：喜歌劇「チャールダーシュの女王」序曲
レノン＆マッカートニー：イン・マイ・ライフ
ラヴランド：ユー・レイズ・ミー・アップ
シュトラウス２世：ワルツ「楽しめ人生を」
シュトラウス２世：ポルカ「特急」
ロイド・ウェッバー：「オペラ座の怪人」よりオール・アスク・オブ・ユー
シェーンベルク：「レ・ミゼラブル」よりオン・マイ・オウン

全席指定　SS 席 7,000 円　S 席 6,000 円　A 席 5,000 円　B 席 3,000 円　スターライト1,000 円

第359回定期公演フィルハーモニー・シリーズ

ニューイヤーコンサート2015
ミュージカル界のトップスターと共に新年をお祝い！
1月10日（土） 14：00開演
会場／石川県立音楽堂コンサートホール

15日（日）———————————————————————————
東京フィル オーチャード定期
15：00（オーチャード）⇨ 13P
日本フィル 九州公演
14：00（アクロス福岡）
読響 東京芸術劇場マチネーシリーズ
14：00（東京芸劇）
OEK 定期フィルハーモニー
14：00（石川音楽堂）
広響 マイタウンオーケストラ 佐伯区
14：00（佐伯区民文化）

17日（火）———————————————————————————
札響 東京公演
19：00（サントリー）⇨ 10P
日本フィル 九州公演
19：00（宝山ホール）

18日（水）———————————————————————————
N響 定期 Bプログラム
19：00（サントリー）
大阪響 定期【魅力再発見・ピアノ協奏
曲④】
19：00（ザ・シンフォニー）

19日（木）———————————————————————————
N響 定期 Bプログラム
19：00（サントリー）

20日（金）———————————————————————————
仙台フィル 定期
19：00（日立システムズホール仙台）⇨ 10P
新日本フィル サントリー定期
19：15（サントリー）
神奈川フィル みなとみらいシリーズ 定期
19：00（みなとみらい）　
名フィル 定期
18：45（愛知県芸劇）⇨ 15P
大阪フィル 定期
19：00（フェスティバル） ⇨ 17P
兵庫芸文管 定期
15：00（芸術文化センター）
静響 底ぬけに楽しいアメリカ音楽
19：00（ユーフォニア） ⇨ 15P

21日（土）———————————————————————————
奈良フィル サロンコンサート
14：00（やまと郡山城ホール）
仙台フィル 定期
15：00（日立システムズホール仙台）⇨ 10P
東京シティ・フィル 定期
14：00（オペラシティ）⇨ 12P
名フィル 定期
16：00（愛知県芸劇）⇨ 15P
大阪フィル 定期
15：00（フェスティバル）⇨ 17P
兵庫芸文管 定期
15：00（芸術文化センター）
広響 福山定期演奏会
15：00（リーデンローズ）

22日（日）———————————————————————————
都響 プロムナードコンサート
14：00（サントリー）
OEK クラシック for キッズ
11：00 ／ 14：00（石川音楽堂）
京響 定期
14：30（京都コンサート）
日本センチュリー響 三重特別演奏会
15：00（三重県文化）
兵庫芸文管 定期
15：00（芸術文化センター）
京フィル 室内楽コンサートシリーズ

「Et cetera」
14：30（京都堀川音楽高等学校音楽ホール）

23日（月）———————————————————————————
テレマン 協奏曲の夕べ
19：00（いずみホール）

25日（水）———————————————————————————
東京フィル サントリー定期
19：00（サントリー）⇨ 13P

26日（木）———————————————————————————
東響 定期
19：00（サントリー）　
東京フィル 東京オペラシティ定期
19：00 （東京オペラシティ）⇨ 13P
日本センチュリー響 いずみ定期
19：00（いずみホール）⇨ 17P

27日（金）———————————————————————————
新日本フィル トリフォニー定期
19：15（トリフォニー）
広響 定期演奏会
18：45（広島文化学園 HBG）

28日（土）———————————————————————————
群響 定期
18：45（群馬音楽センター）⇨ 11P
N響 佐賀公演
18：30（佐賀市文化）
新日本フィル トリフォニー定期
14：00（トリフォニー）

第586回定期演奏会
広上淳一のプロコフィエフ交響曲第５番＆
不屈のピアニスト舘野泉のラヴェル

ⓒ武藤 章
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28日（土）———————————————————————————
OEK 喜歌劇「メリーウィドウ」
14：00（金沢歌劇座）
兵庫芸文管 PACリサイタルシリーズ
19：00 （芸術文化センター小）
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2015年1月～3月 定期演奏会  会場：フェスティバルホール

第484回定期　1月30日（金） 19：00開演／31日（土） 15：00開演
【指揮】秋山和慶　【独奏】ダン・タイ・ソン（ピアノ）
【曲目】ヴォーン＝ウィリアムズ／劇付随音楽 「すずめばち」 序曲　ショパン／ピアノ協奏曲 第 2 番 ヘ短調 作品 21

R.シュトラウス／家庭交響曲 作品 53

第485回定期　2月20日（金） 19：00開演／21日（土） 15：00開演
【指揮】クリスチャン・ヤルヴィ　【独奏】三浦文彰（ヴァイオリン）

【曲目】エネスコ／ルーマニア狂詩曲 第１番 イ長調 作品 11-1　ハチャトゥリアン／ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
ラフマニノフ／交響的舞曲 作品 45

第486回定期　3月20日（金） 19：00開演／21日（土） 15：00開演
【指揮】クラウス・ペーター・フロール　　【独奏】クララ＝ジュミ・カン（ヴァイオリン）　ジャン・ワン（チェロ）

【曲目】ブラームス／ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品 102
ドヴォルザーク／交響曲第８番 ト長調 作品 88

料金：A 席 6,000 円　B 席 5,000 円　C 席 4,000 円　学生席（3階席）※ 1,000 円　BOX 席 7,000 円
　　　   ※学生席（25 歳以下）のご予約は大阪フィル公式 HPよりお申込みください（インターネット販売のみ）。

　大阪フィルハーモニー交響楽団　関西フィルハーモニー管弦楽団　日本センチュリー交響楽団

日本センチュリー交響楽団

大阪フィルハーモニー交響楽団

関西フィルハーモニー管弦楽団

問合せ　06-6868-3030

問合せ　06-6656-4890

問合せ　06-6577-1381

ご予約・お問い合わせ：大阪フィル・チケットセンター　06-6656-4890　http://www.osaka-phil.com/

リー響（日本センチュリー交響楽団）　大阪フィル（大阪フィルハーモニー交響楽団）　関西フィル（関西フィルハーモニー管弦
楽団）　兵庫芸文管（兵庫芸術文化センター管弦楽団）　広響（広島交響楽団）　九響（九州交響楽団）

（準会員）ユニフィル（東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団）　ニューフィル千葉（ニューフィルハーモニーオーケス
トラ千葉）　静響（静岡交響楽団）中部フィル（中部フィルハーモニー交響楽団）　京フィル（京都フィルハーモニー室内合奏団）
オペラハウス管（ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団）　テレマン（テレマン室内オーケストラ）　奈良フィル（奈良フィルハー
モニー管弦楽団）

Meet the Classic Vol.30
1月25日（日） 15時  いずみホール
4,000円（1階）　3,000円（2階）

指揮：藤岡幸夫，岡本知高（ソプラニスタ）
アンダーソン：舞踏会の美女，ヨハン・シュトラウス２世：「酒、
女、歌」，「アンネン・ポルカ」，「ウィーン気質」，「南国のばら」，

「たで食う虫も好き好き（「こうもり」より、オルロフスキーの
アリア）」，ヨゼフ・シュトラウス：「とんぼ」，「憂いもなく」
スッペ：「詩人と農夫」序曲，「恋はやさし、野辺の花よ」
ヘンデル：なつかしい木陰（オンブラ・マイ・フ）
プッチーニ：誰も寝てはならぬ

第262回定期演奏会
2月13日（金） 19時  ザ・シンフォニーホール
6,000円（S）　4,500円（A）　3,000円（B）

2,000円（C）　1,000円（学生）

指揮：アンドリス・ポーガ，中野翔太（Pf）
グラズノフ：祝典序曲，ヒンデミット：四つの気質
チャイコフスキー：交響曲第４番

第263回定期演奏会
3月14日（土） 14時  ザ・シンフォニーホール
6,000円（S）　4,500円（A）　3,000円（B）

2,000円（C）　1,000円（学生）

指揮：飯守泰次郎，清永あや（Vn）
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
ブルックナー：交響曲第５番

大阪市中央公会堂特別演奏会
3月20日（金） 19時  大阪市中央公会堂
4,000円（大人）　2,000円（18歳以下）

指揮：藤岡幸夫，内尾文香（Vn）
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ベートーヴェン：交響曲第３番「英雄」

ⓒ樋崎 香

ⓒ Yuji Hori

ⓒ Xu Binⓒ Peter Rigaud

ⓒ Peter Rigaud

3月 March

1日（日）—————————————————————————————
群響 東毛定期
15：00（群馬音楽センター）⇨ 11P
N響 大分公演
17：00（iichiko 総合文化）
神奈川フィル 特別演奏会 名曲への招待
14：00（ミューザ川崎）
日本センチュリー響 三原特別演奏会
15：00（ポポロ）
広響 マイタウンオーケストラ 東区
14：00（東区民文化）

2日（月）—————————————————————————————
日本フィル クリス・ハート×日本フィル
クリスタル・シンフォニック・コンサート
19：00（たましん RISURU）

3日（火）—————————————————————————————
N響 宮崎公演
19：00（メディキット県民文化）
神奈川フィル 県民ホールシリーズ 第3回
15：00（神奈川県民）
OEK カレッジコンサート
19：00（石川音楽堂）

4日（水）—————————————————————————————
N響 鹿児島公演
19：00（宝山ホール）

5日（木）—————————————————————————————
N響 熊本公演
19：00（熊本県立劇場）

6日（金）—————————————————————————————
仙台フィル 新進演奏家育成プロジェクト
オーケストラ・シリーズ
19：00（日立システムズホール仙台）　
東京フィル 千葉市定期
15：00（千葉市民）
セントラル愛知 定期
18：45（しらかわホール）
兵庫芸文管 PACチェンバーオーケストラ 
with ナビル・シェハタ
15：00（芸術文化センター小）⇨ 18P

7日（土）—————————————————————————————
兵庫芸文管 PACチェンバーオーケストラ 
with ナビル・シェハタ
15：00（芸術文化センター小）⇨ 18P
山響 定期
19：00（山形テルサ）⇨ 10P
東京シティ・フィル ティアラ定期
15：00（ティアラこうとう）⇨ 12P
東京フィル 響きの森クラシック・シリーズ
15：00 （文京シビック）
日本フィル コバケン・ワールド
14：00（サントリー）
神奈川フィル みなとみらいシリーズ 定期
14：00（みなとみらい）
OEK 定期マイスターⅣ
14：00（石川音楽堂）

8日（日）—————————————————————————————
山響 定期
16：00（山形テルサ）⇨ 10P
東京シティ・フィル オケの日スペシャル
13：00（ティアラこうとう）
都響 「作曲家の肖像」《シューマン》
14：00（東京芸劇）
東京フィル 午後のコンサート
14：00（東京オペラシティ）
広響 島根定期演奏会
14：00（プラバホール）

11（水）— ————————————————————————————
テレマン 東日本大震災追悼祈念コン
サート
19：00（東京オペラシティ）

12日（木）———————————————————————————
東京フィル 東京オペラシティ定期
19：00（東京オペラシティ）⇨ 13P
日本センチュリー響 定期
19：00（ザ・シンフォニー）⇨ 17P

13日（金）———————————————————————————
東響 川崎定期
19：00（ミューザ川崎）　
東京フィル サントリー定期
19：00 （サントリー）
兵庫芸文管 定期
15：00（芸術文化センター）
広響 定期演奏会
18：45（広島文化学園 HBG）
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第196回定期公演

「ニューイヤーコンサート2015」
〜今宵モーツアルト三昧

2015年1月9日（金） 開演19：00  開場18：15
京都コンサートホール大ホール

【指揮】齊藤一郎　【ソプラノ】石橋 栄実
【バリトン】青山 貴　【コンサートマスター】長原幸太 
【プログラム】オペラ「ドン・ジョヴァンニ」k.527 より、
オペラ「フィガロの結婚」k.492 より、オペラ「魔笛」k.620 
より、交響曲 第41番 ハ長調 k.551「ジュピター」
SS 席 4,500 円　S 席 4,000 円　A 席 3,000 円
B 席 2,000 円　学生席 1,000 円　当日各 500 円増し

第197回定期公演

「古典派への道程vol.16」
2015年3月14日（土） 開演14：30  開場14：00
京都コンサートホール小ホール

【指揮】有田正広　【ピアノ】仲道郁代 
【プログラム】
モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲 k.492
ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第 4 番 ト長調 作品 58
ベートーヴェン／交響曲　第 8 番　ヘ長調 作品 93
S 席 4,000 円　A 席 3,000 円　B 席 2,000 円
学生席 1,000 円　当日各 500 円増し

兵庫芸術文化センター管弦楽団

【お問合せ先・チケットご予約】 芸術文化センターチケットオフィス：TEL 0798-68-0255

問合せ　0798-68-0203

兵庫芸術文化センター管弦楽団

テレマン室内オーケストラ 問合せ　06-6345-1046

奈良フィルハーモニー管弦楽団 問合せ　0743-57-2235

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 問合せ　06-6334-2824

準会員

京都フィルハーモニー室内合奏団 問合せ　075-212-8275

14日（土）———————————————————————————
東響 定期
18：00（サントリー）　
都響 名古屋公演
14：00（愛知芸劇）
ニューシティ管 定期
14：30（東京芸劇）
日本フィル 横浜定期
18：00（みなとみらい）
関西フィル 定期
14：00（シンフォニー）⇨ 17P
兵庫芸文管 定期
15：00（芸術文化センター）
広響 マイタウンオーケストラ 安佐南区
14：00（安佐南区民文化）
京フィル 定期 古典派への道程
14：30（京都コンサート小）⇨ 18P
奈良フィル サロンコンサート
14：00（やまと郡山城ホール）

15日（日）———————————————————————————
山響 ユアタウンコンサート
16：00（新庄市民文化）⇨ 10P
新日本フィル サントリー定期
14：00（サントリー）
都響 福岡公演
15：00（アクロス福岡）
東京フィル オーチャード定期
15：00（オーチャード）
OEK 日本の歌100選合唱フェス
14：00 石川音楽堂
兵庫芸文管 定期
15：00（芸術文化センター）
広響 マイタウンオーケストラ 中区
14：00（アステール）

18日（水）———————————————————————————
都響 定期A
19：00（東京文化）⇨ 12P

19日（木）———————————————————————————
読響 サントリーホール名曲シリーズ
19：00（サントリー）
京響 京都 発見!クラシック
14：00（京都コンサート）

20日（金）———————————————————————————
仙台フィル 定期
19：00（日立システムズホール仙台）⇨ 10P
日本フィル 東京定期
19：00（サントリー）
OEK 定期フィルハーモニー
19：00（石川音楽堂）
大阪フィル 定期
19：00（フェスティバル）⇨ 17P
関西フィル 大阪市中央公会堂特別演奏会
19：00（大阪市中央公会堂）⇨ 17P

21日（土・祝）———————————————————————
仙台フィル 定期
15：00（日立システムズホール仙台）⇨ 10P
群響 定期
18：45（群馬音楽センター）⇨ 11P
東京シティ・フィル 定期
14：00（オペラシティ）　
ニューシティ管 懐かしのスクリーン
ミュージック
14：00（練馬文化）
日本フィル 東京定期
14：00（サントリー）
読響 東京芸術劇場マチネーシリーズ
14：00（東京芸劇）
セントラル愛知 名曲コンサート
14：00（名古屋文理大文化フォーラム中ホール）
大阪フィル 定期
15：00（フェスティバル）⇨ 17P
広響 マイタウンオーケストラ 西区
14：00（西区民文化）
九響 親と子のためのコンサート
15：00（福岡シンフォニー）⇨ 19P

22日（日）———————————————————————————
札響 台湾ツアー
14：00（台北・國家音樂廳）
群響 東京公演
15：00（すみだトリフォニー）⇨ 11P
広響 マイタウンオーケストラ 安佐北区
14：00（安佐北区民文化）

23日（月）———————————————————————————
札響 台湾ツアー
15：00（台北・靜修女子中学）
都響 定期B
19：00（サントリー）⇨ 12P

24日（火）———————————————————————————
OEK 東京定期
19：00 サントリー

25日（水）———————————————————————————
札響 台湾ツアー
19：30（高尾・中山大學）
日本フィル 特別演奏会
19：00（サントリー）

京都フィルハーモニー室内合奏団　ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
テレマン室内オーケストラ　奈良フィルハーモニー管弦楽団

オーケストラの日2015
3月31日（火） 14：00開演
会場：とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ（すてっぷホール）

【ソリスト】未定
【料金】500 円
【曲目】未定

3月 March

ユベール・スダーン モーツァルトの旅 第３回「プラハ」
巨匠スダーンと若きPACが贈るモーツァルト、シリーズ最終回。

2015年2月7日（土） 15：00開演　兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
A 3,000円／B 売切 （全席指定／税込）

【指揮】ユベール・スダーン　【ソプラノ】松田 奈緒美　【管弦楽】兵庫芸術文化センター管弦楽団

■ W.A. モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲、レチタティーヴォ「うるわしのわが恋人よ、さようなら」と
アリア「とどまって、いとしき人よ」、歌劇「皇帝ティートの慈悲」より アリア「夢に見し花嫁姿」、交響曲 第38番 
ニ長調 「プラハ」、歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲 

室内オーケストラシリーズ20

ＰＡＣチェンバー・オーケストラ with ナビル・シェハタ
〜珠玉のコントラバス作品とモーツァルト〜室内楽、協奏曲の弾き振り、指揮―奇才シェハタが魅せる

2015年3月6日（金）／7日（土） 各日15：00開演　兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院小ホール
A 3,000円／B 2,000円 （全席指定／税込）

【指揮・コントラバス】ナビル・シェハタ　【管弦楽】兵庫芸術文化センター管弦楽団

■ ホフマイスター：独奏コントラバスとヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのための四重奏曲 第２番 ニ長調
■ ニーノ・ロータ：コントラバスと管弦楽のためのディヴェルティメント
■ W.A. モーツァルト：交響曲 第39番 変ホ長調

photo_KiyotakaSaitoⓒ三好英輔
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広島交響楽団 問合せ　082-532-3080

九州交響楽団 問合せ　092-822-8855

広島交響楽団　九州交響楽団

チケットお問い合わせ：九響チケットサービス
☎ 092-823-0101　http://www.kyukyo.or.jp

ホームページが新しくなりました　http://hirokyo.or.jp/

27日（金）———————————————————————————
札響 台湾ツアー
19：30（台中・中興堂）
新日本フィル トリフォニー定期
19：15（トリフォニー）
読響 定期
19：00（サントリー）⇨ 14P
名フィル 定期
18：45（愛知県芸劇）⇨ 15P
広響 ディスカバリー・シリーズⅫ.広島
18：45（アステール）⇨ 19P

28日（土）———————————————————————————
札響 台湾ツアー
19：00（台南・南瀛綠都心公園屋外）
新日本フィル トリフォニー定期
14：00（トリフォニー）
名フィル 定期
16：00（愛知県芸劇）⇨ 15P
関西フィル 大坂春の陣
15：00（シンフォニー）
兵庫芸文管 春休みPAC子どものため
のオーケストラ・コンサート
14：00（芸術文化センター）

29日（日）———————————————————————————
山響 オーケストラの日
10：00（山形市民）⇨ 10P
東響 東京オペラシティシリーズ
14：00（オペラシティ）　
都響 八王子シリーズ
15：00（オリンパスホール八王子）
OEK オーケストラの日
14：00 石川音楽堂
京響 定期
14：30（京都コンサート）
広響 オーケストラの日コンサート

（安芸高田市立吉田中学校）
静響 オーケストラの日
14：00 （マリナート）⇨ 15P
中部フィル オーケストラの日 ファミ
リーコンサート
15：00（小牧市市民）
奈良フィル 定期
13：30（奈良県文化）⇨ 18P

31日（火）———————————————————————————
大阪響 【オーケストラの日コンサート】
0歳児からの親子で楽しむオーケストラ
14：00（堺市立東文化）
オペ管 オーケストラの日
14：00（すてっぷホール）⇨ 18P
テレマン 協奏曲の夕べ
19：00（いずみホール）

3月 March

～秋山和慶指揮活動50周年～
2015年1月23日（金）
18：45開演（17：45開場）
広島文化学園HBGホール

2015年3月27日（金）
18：45開演（17：45開場）
アステールプラザ　大ホール

2015年2月8日（日）
15：00開演（14：00開場）
広島国際会議場フェニックスホール

指揮：秋山和慶
オネゲル：交響曲第３番 H.186「典礼風」
ブラームス：交響曲第３番ヘ長調 Op.90
S￥5,200　A￥4,700　B￥4,200
学￥1500

指揮：秋山和慶
糀場富美子：摂氏 4000 度からの未来
ベートーヴェン：交響曲第５番ハ短調 Op.67「運命」
S￥5,200　A￥4,200　B￥3,200　
学￥1,000

指揮：秋山和慶　ソプラノ：堀江眞知子
ナレーション：堀江一眞
シベリウス：「カレリア」組曲Op.11～「行進曲風に」
グリーグ：「ホルベルク組曲」Op.40
グリーグ：「ペール・ギュント」Op.23（抜粋・ナレーション付き）
S￥4,200（ペア\6,400）　A￥3,200　B￥2,200　学￥1,500

第345回定期演奏会 秋山和慶のディスカバリー・シリーズⅫ音楽の花束～広響名曲コンサート～

2015年1月27日（火） 19：00  FFGホール
【指揮＆オーボエ】ハンスイェルク・シェレンベルガー　【お話】野中圀亨
モーツァルト／交響曲 第31番 ニ長調 K.297「パリ」　モーツァルト／オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314
モーツァルト／交響曲 第40番 ト短調 K.550 〈初稿版〉
A：3,700円　B：2,900円　学生：1,100円

2015年2月7日（土） 15：00  アクロス福岡シンフォニーホール
【指揮】小泉和裕　【アルト】山下牧子　【テノール】小原啓楼　【バリトン】河野克典
ベートーヴェン／ミサ・ソレムニス
S：5,200円　A：4,200円　B：3,100円　学生：1,100円

2015年3月21日（土・祝） 15：00  アクロス福岡シンフォニーホール
【指揮＆お話】青島広志　【テノール】小野つとむ
アンダーソン：踊る子猫、タイプライター、トランペット吹きの休日　ドヴォルザーク：交響曲第 9 番「新世界より」より　他
＊入場券をお持ちの方は、コンサート当日の午後１時～午後２時　まで、会場ロビーにて楽器を体験できます。

天神でクラシック〈音楽プロムナードVol.16〉 「続…モーツァルトをあなたに！vol.8」

第338回定期演奏会 「オラトリオの世界Ⅶ」

「九響 親と子のためのコンサート」
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指揮者の情報

東京シティ･フィルの常任指揮者に
高関 健さん

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
は、2015年4月より高関 健さんを常任指揮
者に迎える。

高関さんの就任披露演奏会は2015年4月
11日に東京オペラシティで開催される第289
回定期演奏会。

ヤコブ・フルシャ氏、都響との任期延長
東京都交響楽団は2010年より同団の首席

客演指揮者を務めているヤコブ・フルシャ氏
の任期を2018年3月まで延長することを発表
した。

大阪交響楽団のミュージック・アドバイ
ザーに外山雄三さん

大阪交響楽団は2016年3月をもって任期
満了となる現音楽監督・首席指揮者の児玉
宏さんの退任に伴い、同年4月よりミュージッ
ク・アドバイザーに外山雄三さんを迎えるこ
とを発表した。契約期間は3年。

新日本フィル、ダニエル・ハーディング氏
との契約を延長

新日本フィルハーモニー交響楽団は、現在、
“Music Partner of NJP”であるダニエル・
ハーディング氏との契約を2016年8月まで延
長したことを発表した。

東京フィル、新たな指揮者体制を発表
東京フィルハーモニー交響楽団は、2015

～ 2016年シーズンより、新たに二人の指揮者
を指揮者陣に加えることを発表した。首席客
演指揮者にアンドレア・バッティストーニ氏を、
さらに特別客演指揮者にはミハイル・プレト
ニョフ氏を迎える。

事務局の異動情報

九州交響楽団
九州交響楽団の専務理事 末次 誠さんは７

月末日をもって退任し、その後任には田邉悌
二さんが専務理事（事務局長兼任）に就任し
た。

日本フィルハーモニー交響楽団
日本フィルハーモニー交響楽団は2014年7

月1日、理事長に平井俊邦さん（前専務理事）
が就任したことを発表した。前理事長の島田
晴雄さんは会長・理事に就任した。

受　賞

田邊 稔さんに
平成26年度文化庁長官表彰

平成26年度文化庁長官表彰に現・日本フィ

ルハーモニー交響楽団の相談役の田邊 稔さ
んが選ばれた。田邊さんは長年にわたり日本
フィルのコントラバス奏者として活躍され、そ
の後同楽団の専務理事を経て理事長を務め
られた。そのほか、公益社団法人 日本オー
ケストラ連盟の副理事長も務め、現在は同社
団顧問。

三菱 UFJ 信託音楽賞に
大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス
公演

第22回となる三菱 UFJ 信託音楽賞に、
大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス公
演のブリテン作曲 歌劇「ピーター・グライムズ」
が選ばれた。
なお、奨励賞には長崎オペラ協会と三河市
民オペラ政策委員会の公演がそれぞれ選ば
れた。

訃　報

2014年の秋は、日本のオーケストラとご縁
の深かった多くの指揮者がお亡くなりになっ
た。謹んでご冥福をお祈りいたします。

ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴ
ス

1974年に読売日本交響楽団と初共演。‘80
～‘83年同楽団常任指揮者、‘84 ～‘90年首
席客演指揮者を務めた後、‘91年から名誉指
揮者を務めていた。

2014年6月11日没。享年80歳

ロリン・マゼール
数多くの世界的なオーケストラと共に度々

来日。若き日の1963年には東京交響楽団に
も客演していた。近年は NHK 交響楽団とも
共演。東京交響楽団とも再演を果たしてい
た。

2014年7月13日没。享年84歳。

フランス・ブリュッヘン
リコーダー奏者として、その後は18世紀

オーケストラとともに来日、近年は新日本フィ
ルハーモニー交響楽団に度々客演、多くの名
演を残した。

2014年8月13日没。享年79歳。

クリストファー・ホグウッド
これまでに東京フィルハーモニー交響楽

団、NHK 交響楽団に多く客演。今年の11
月には東京都交響楽団に客演の予定であっ
た。

2014年9月24日没。享年73歳

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
（年の記載のない月日はすべて2014年）

［賛助会員］
●法人会員

株式会社ＮＴＴデータ
オリックスグループ
カルビー株式会社 
キッコーマン株式会社
コクヨ株式会社
株式会社 資生堂
公益財団法人新日鉄住金文化財団
トヨタ自動車株式会社
株式会社日本旅行
一般財団法人ヤマハ音楽振興会
ライオン株式会社
公益財団法人ローム ミュージック ファン
デーション

（五十音順）

＊連盟の活動をご理解いただき支援してくださる法人あるい

　は個人の方へ賛助会員へのご入会をお願いしています。

〈正会員〉
［加盟33団体］

ＮＨＫ交響楽団
オーケストラ・アンサンブル金沢
大阪交響楽団
大阪フィルハーモニー交響楽団
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
関西フィルハーモニー管弦楽団
九州交響楽団
京都市交響楽団
群馬交響楽団
札幌交響楽団
新日本フィルハーモニー交響楽団
仙台フィルハーモニー管弦楽団
セントラル愛知交響楽団
東京交響楽団
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
東京都交響楽団
東京ニューシティ管弦楽団
東京フィルハーモニー交響楽団
名古屋フィルハーモニー交響楽団
日本センチュリー交響楽団
日本フィルハーモニー交響楽団
兵庫芸術文化センター管弦楽団
広島交響楽団
山形交響楽団
読売日本交響楽団

〈準会員〉

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
京都フィルハーモニー室内合奏団
静岡交響楽団
中部フィルハーモニー交響楽団
テレマン室内オーケストラ
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
奈良フィルハーモニー管弦楽団
ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉


