


ブラック・ダイク・バンド
ニコラス・チャイルズ 指揮
グリンカ／歌劇「ルスランとリュドミーラ」から
ミッション・インポッシブル 
スカボロー・フェア、イモータル ほか

パリ管弦楽団
ダニエル・ハーディング 指揮 

ジョシュア・ベル（バイオリン）
マーク・パドモア（テノール）

ブリテン／歌劇「ピーター・グライムズ」から
　「海の間奏曲」作品33a

メンデルスゾーン／バイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ブリテン／セレナード 作品31

ドビュッシー／組曲「ペレアスとメリザンド」

サンフランシスコ交響楽団
マイケル・ティルソン・トーマス 指揮 

ユジャ・ワン（ピアノ）
ショパン／

ピアノ協奏曲 第２番 ヘ短調 作品２１
ブルックナー／

交響曲 第７番 ホ長調

ブルックナー没後120年

公演の聴きどころなどをご紹介するプレトークを毎回実施します。
プレトーク 18：30~18：45（特別プログラムを除く）

The Mariinsky Orchestra and Chorus
Valery Gergiev, conductor

Yulia Matochkina, mezzo-soprano
Mikhail Petrenko, bass
Dmitry Korchak, tenor

BERLIOZ / Roméo et Juliette

Black Dyke Band
Nicholas J. Childs, conductor
GLINKA / Russlan and Ludmilla
Mission Impossible
Scarborough Fair,  Immortal

NHK Symphony Orchestra, Tokyo
Tugan Sokhiev, conductor

Garry Magee, baritone
Tokyo Philharmonic Chorus

HAYDN / Symphony No.104 D major “Londoner”
TAKEMITSU / 

My Way of Life −In Memory of Michael Vyner−
BRAHMS / Symphony No.2 D major,Op.73

Orchestre de Paris
Daniel  Harding, conductor

Joshua Bell, violin
Mark Padmore, tenor

BRITTEN / Sea interlude from “Peter Grimes”, Op. 33a
MENDELSSOHN / Violin Concerto E minor, Op.64

BRITTEN / Serenade for Tenor, Horn and Strings, Op. 31
DEBUSSY / Pelléas et Mélisande -Suite

San Francisco Symphony
Michael Tilson Thomas, conductor

Yuja Wang, piano
CHOPIN / Piano Concerto No.2 F minor,Op.21

BRUCKNER / Symphony No.7 E major

■マリインスキー劇場管弦楽団  
ロシアで最も古い団体のひとつ。その歴史は、18世紀初めに創設さ
れたサンクトペテルブルク帝室歌劇場管弦楽団にまでさかのぼる。
ソビエト時代、楽団の輝かしい伝統は、ムラヴィンスキー、テミルカノフ
らの指揮者によって受け継がれた。1988年から芸術監督を務める
ゲルギエフのリーダーシップのもと、世界各地のオペラハウスやコン
サートホール、音楽祭と重要な関係を築き、活躍の場を広げている。

■ブラック・ダイク・バンド 
ブラック・ダイク・ミルズ（紡績工場）オーナーのジョン・フォスターに
よって1855年に創設。2015年に創立160周年を迎えた。世界
のブラスバンド界の重鎮として国際的に活躍するニコラス・チャイ
ルズを首席指揮者兼音楽監督として、全英ブラスバンド選手権な
どイギリスの数々の名高いコンテストで優勝を飾っている。07年に
はBBCプロムスに出演。若い演奏家の活動の支援も行っている。
1990年以来、26年ぶりの日本公演となる。

■ＮＨＫ交響楽団 
1926年結成。カラヤン、マタチッチなど世界一流の指揮者を次 と々
招聘し、歴史的名演を残してきた。現在、年間54回の定期公演（NHK
ホール、サントリーホール）をはじめ、全国各地で約120回の演奏活動
を行っている。また2013年8月にはザルツブルク音楽祭に初出演する
など、国際的にも高い評価を得ている。
指揮者陣は、首席指揮者パーヴォ・ヤルヴィ、名誉音楽監督デュトワ、
桂冠指揮者アシュケナージ、名誉指揮者ブロムシュテット、名誉客演
指揮者プレヴィン、正指揮者 外山雄三、尾高忠明。

■パリ管弦楽団 
1967年誕生。初代音楽監督ミュンシュの急逝後、カラヤン、ショ
ルティ、バレンボイムらが楽団を率いた。2010年からパーヴォ・ヤル
ヴィが音楽監督を務め、16/17年シーズンからハーディングが同ポス
トを引き継ぐ。レパートリーはフランス音楽の伝統の本流に基づき、
並行して現代曲の普及に大きく貢献。教育プログラムも充実させ、
15/16年シーズン中には、楽団員たちが4万人以上の子どもたちに
オーケストラ音楽の魅力を届けている。

■サンフランシスコ交響楽団 
1906年のサンフランシスコ大地震の直後に、有志の市
民、音楽愛好家、音楽家により創設。1911年に最初
の演奏会を開催し、市民の文化活動の新たな活力とな
る。モントゥー、小澤、ブロムシュテット等歴代の音楽
監督を経て、1995年にマイケル・ティルソン・トーマス
が音楽監督に就任。国内外の活発なツアー活動、
多面的な教育とコミュニティ・プログラムを通じて、
年間220以上の公演を行い、デイヴィズ・シンフォ
ニーホールに60万人近い聴衆を集めている。

東京混声合唱団 

■ジョシュア・ベル
アメリカ出身。17歳でムーティ指揮フィラデルフィア管と
共演、カーネギー・ホールにデビュー。アカデミー賞映画

『レッド・ヴァイオリン』での演奏でも知られる。現在、
セント・マーティン・アカデミー管音楽監督。グラミー賞
受賞。1713年製ストラディヴァリウスに、18世紀後
期のフランソワ・トゥールテの弓を使用している。

■ユジャ・ワン
中国、北京出身。北京の中央音楽院に学ぶ。1999年からカナダ、カルガ
リーで学び、その後アメリカに渡って、フィラデルフィアのカーティス音楽
院で研鑽を積む。05年ズッカーマン指揮ナショナル・アーツ・センター
管との本格デビューを機に、次々と世界のオーケストラと共演。
11年にはカーネギー・ホールでのリサイタル・デビューを果たした。

■マーク・パドモア
イギリス、ロンドン出身。ケンブリッジ大学
キングス・カレッジに学ぶ。これまでにバイ
エルン放送響、ベルリン・フィル、ウィーン・
フィル、ニューヨーク・フィル、ロンドン響
など世界のオーケストラと共演。とりわけ
バッハの受難曲におけるエヴァンゲリスト

（福音史家）として高い評価を得ている。

N H K
M U S I C  F E S T I V A L  

2016■ワレリー・ゲルギエフ 
ロシア、モスクワ出身。マリインスキー
劇場芸術総監督、首席指揮者。ミュ
ンヘン・フィル首席指揮者。マリイン
スキー劇場において、数多くの世界
的な名歌手を育成し、音楽界に送り
出した功績でも知られる。2007～
15年、ロンドン響の首席指揮者を務
めたほか、近年はメトロポリタン・オペ
ラ、ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、
ニューヨーク・フィル、ミラノ・スカラ座
管などと共演している。

■トゥガン・ソヒエフ 
トゥールーズ・キャピトル国立管、ベル
リン・ドイツ響、ボリショイ劇場の音楽
監督。昨シーズンはベルリン・フィル、
クリーブランド管、ボストン響などのトッ
プ・オーケストラを指揮し、コンセルト
ヘボウ管や聖チェチーリア管にも定
期的に客演している。オペラでの活
躍もめざましく、ウィーン国立歌劇場や
メトロポリタン・オペラなどに出演。録
音も数多く、受賞も多い。

■ダニエル・ハーディング 
イギリス、オックスフォード出身。スウェーデン放送
響の音楽監督、ロンドン響の首席客演指揮者、
マーラー・チェンバー・オーケストラの終身桂冠
指揮者。ウィーン・フィル、ベルリン・フィルをはじ
め世界のオーケストラを指揮し、オペラではスカラ
座、ベルリン国立歌劇場、ウィーン国立歌劇場等
で活躍。フランス文化勲章「シュヴァリエ」受章、
スウェーデン王立音楽アカデミー会員。2016/17
年シーズンからパリ管音楽監督。

■マイケル・ティルソン・
　 トーマス
アメリカ、ロサンゼルス出身。1974年に
サンフランシスコ響と初共演を果たし、95年
9月に同響第11代音楽監督に就任。以来、
同響の歴代音楽監督のなかで最も長い任
期を誇る。88年ロンドン響の首席指揮者
に就任（現在、首席客演指揮者）。1990
～2000年パシフィック・ミュージック・フェス
ティバルの芸術監督を務めた。作曲家、
ピアニストとしても高い評価を得る。フランス
文化勲章「シュヴァリエ」受章、2010年全米
芸術勲章受章。

～名曲と出会う場所～

　世界の一流オーケストラによるコンサートや公開
番組などをお楽しみいただく「ＮＨＫ音楽祭」。今年
も“ＭＥＥＴ ｔｈｅ ＣＬＡＳＳＩＣＳ～名曲と出会う場所～”
をコンセプトに、多彩なプログラムをお届けします。
　オーケストラ公演のテーマは、「偉大なる芸術家
たちへ」。メモリアルイヤーを迎える芸術家にスポット
を当て、その作品の真髄に迫ります。また、音楽祭
の幕開けを飾る「オープニング・コンサート」をはじめ、
クラシックの魅力に触れていただく公開番組も実施し
ます。
　この秋は「ＮＨＫ音楽祭」で、豊かで奥深いクラシック
の世界をお楽しみください。

10月29日（土）  
Oct.29 (Sat) 16:00
16：00開演（15：00開場）

ユリア・マトーチュキナ

ニコラス・チャイルズ

ミハイル・ペトレンコ ディミトリー・コルチャック

ギャリー・マギー

特別プログラム

  10月14日（金） 

Oct.14 (Fri) 19:00
19：00開演
（18：00開場）

 

  11月18日（金） 

  Nov.18 (Fri) 19:00
19：00開演
（18：00開場）

     

  10月31日（月） 

  Oct. 31 (Mon) 19:00
19：00開演
（18：00開場）

   

  11月22日（火） 

  Nov. 22 (Tue) 19:00
19：00開演
（18：00開場）

マリインスキー劇場管弦楽団
ワレリー・ゲルギエフ 指揮 

ユリア・マトーチュキナ（メゾ・ソプラノ）
ミハイル・ペトレンコ（バス）

ディミトリー・コルチャック（テノール）
マリインスキー劇場合唱団

ベルリオーズ／
劇的交響曲「ロメオとジュリエット」

[フランス語上演・日本語字幕付]

ＮＨＫ交響楽団
トゥガン・ソヒエフ 指揮 
ギャリー・マギー（バリトン）

東京混声合唱団
ハイドン／交響曲 第104番 ニ長調「ロンドン」

武満徹／マイ・ウェイ・オヴ・ライフ
−マイケル･ヴァイナーの追憶に−

ブラームス／交響曲 第2番 ニ長調 作品73

シェイクスピア没後４００年

武満徹没後20年

ブリテン没後40年

共催：NHK 交響楽団　協賛：岩谷産業株式会社
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※本公演には、休憩がございません。
開演に遅れるとお席にご案内できない場合がございますのでご注意ください。


