
7/10（木）
19：00

1

2

～PMFオープニング・プレコンサート～
ベルリン・フィルハーモニー・
ブラス・アンサンブル演奏会

ベルリン・フィルハーモニー・ブラス・アンサンブル
　タマーシュ・ヴェレンツェイ（トランペット）
　フロリアン・ピンヒラー（トランペット） ギヨーム・ジェル（トランペット）
　マルティン・クレッツァー（トランペット）
　ゲオルグ・ヒルザー（トランペット） サラ・ウィリス（ホルン）
　クリストハルト・ゲスリング（トロンボーン） 
　オラフ・オット（トロンボーン）
　イェスパー・ブスク・ソレンセン（トロンボーン）
　トーマス・ライエンデッカー（トロンボーン）
　シュテファン・シュルツ（トロンボーン）
　アレクサンダー・フォン・プットカマー（テューバ）

ヘンデル（ワーグマン編）：『王宮の花火の音楽』から「歓喜」
J. S. バッハ：３つのコラール前奏曲 
J. ダウランド（オット編）：歌曲集（4つのトロンボーンのために）
ビゼー（ハーベイ編）：カルメン組曲 
G. リチャーズ：高貴なる葡萄酒を讃えて
J. ゲーゼ（ビシャル編）：タンゴ・ジェラシー
グレン・ミラー（オット編）：グレン・ミラー物語　　ほか

S席　4,000円
A席　3,000円
B席　2,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12100

S席　5,000円
A席　4,000円
B席　3,000円
C席　2,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12101

全席指定
一般　4,000円
学生　2,000円

7/19（土）
14：00

11 ドミンゴ・インドヤン（指揮）
ベフゾド・アブドゥライモフ(ピアノ)
PMFヨーロッパ（管楽器メンバー）
PMFオーケストラ

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第１番 変ロ短調 作品23
シューマン：交響曲 第2番 ハ長調 作品61

S席　5,000円
A席　4,000円
B席　3,000円
C席　2,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12104

S席　5,000円
A席　4,000円
B席　3,000円
C席　2,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12106

8/3（日）
12：00

（18：30終演予定）

33 ピクニックコンサート
＜レナード・バーンスタイン・
メモリアル・コンサート＞

尾高忠明（指揮）
札幌交響楽団

＜PMFアメリカのトークコンサート＞
ダニエル・マツカワ（指揮）
PMFアメリカ

＜PMF POPS!＞
ミラノ・スカラ座ブラスクインテット

天羽明惠（ソプラノ）
PMFオーケストラ・メンバー(弦楽四重奏）

セルゲイ・ナカリャコフ（トランペット）
ダニエル・マツカワ（指揮）
PMFオーケストラ

ロリン・マゼール（指揮）
天羽明惠（ソプラノ）
PMFオーケストラ
PMF祝祭合唱団（北海道大学混声合唱団）

＜PMFオーケストラ演奏会＞
ロリン・マゼール（指揮）
セルゲイ・アントノフ(チェロ)／PMFオーケストラ

モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲
レズニチェク：歌劇「ドンナ・ディアナ」序曲
ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」序曲

〈1日通し券〉
椅子自由席 4,000円
芝生自由席 2,000円
芝生席学生1,000円割引
（中学生以下芝生席無料）

Pコード ： 226-335
Lコード ： 12112

7/30（水）
（午後・調整中）

23

ミラノ・スカラ座 
ブラスクインテットによるクリニック

ミラノ・スカラ座ブラスクインテット
札幌市内中学校・高等学校の吹奏楽部（調整中）

現在調整中です。

無料
ご自由に入場
いただけます。

無料

無料
ご自由に入場いただけ
ますが定員になり次第
入場を締め切ります。

無料
ご自由に入場いただけ
ますが定員になり次第
入場を締め切ります。

8/2（土）
13：15

8/2（土）

31 PMF2014フリーコンサート PMFオーケストラ・メンバー 現在調整中です。

15：00
（19：00終演予定）

PMF GALAコンサート

天羽明惠（司会）

PMF GALAコンサート

第1部
ミラノ・スカラ座ブラスクインテット

モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲
ヴェルディ：歌劇「アイーダ」から 第2幕グランドフィナーレ ほか

ラフマニノフ：ヴォカリーズ 作品34-14

リスト: 愛の夢 第3番 変イ長調

天羽明惠（ソプラノ）
ダニエル・マツカワ（指揮）
PMFオーケストラ・メンバー

小山実稚恵（ピアノ）

宮沢賢治「セロ弾きのゴーシュ」から名取裕子（朗読）
セルゲイ・アントノフ（チェロ） 
小山実稚恵（ピアノ）

東儀：地球よ優しくそこに浮かんでいてくれ 
プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』から「誰も寝てはならぬ」

第2部＜PMFオーケストラ演奏会＞
ロリン・マゼール（指揮）
セルゲイ・アントノフ(チェロ)
PMFアメリカ
PMFオーケストラ

マゼール：モナコ・ファンファーレ
チャイコフスキー：ロココの主題による変奏曲 イ長調 作品33
ショスタコーヴィチ：交響曲 第5番 ニ短調 作品47

アーバン:「ヴェニスの謝肉祭」の主題による変奏曲
ディニク:ホラ・スタッカート   

セルゲイ・ナカリャコフ（トランペット）
ダニエル・マツカワ（指揮） 
PMFオーケストラ

ホルスト（田中カレン編曲／井上頌一作詞）：PMF讃歌～ジュピター～ロリン・マゼール（指揮）
天羽明惠（ソプラノ）
PMFオーケストラ／PMF祝祭合唱団（北海道大学混声合唱団）

7/31（木）
15：00

29 PMFもいわ山コンサート

PMFアンサンブル演奏会

PMFオーケストラ・メンバー

PMFオーケストラ・メンバー

モーツァルト：弦楽五重奏曲 第4番 ト短調 K. 516
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調
　　　　　　　　　　作品59-1「ラズモフスキー 第1番」　ほか

武満：揺れる鏡の夜明け
アイヴス：弦楽四重奏曲 第2番　　ほか

無料
※中腹駅までの料金は
別途かかります。
7月1日（火）から

入場整理券配布開始

27

PMFオーケストラ演奏会
（プログラムA）

ドミンゴ・インドヤン（指揮）
ベフゾド・アブドゥライモフ(ピアノ)
PMFヨーロッパ（管楽器メンバー）
PMFオーケストラ

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第１番 変ロ短調 作品23
シューマン：交響曲 第2番 ハ長調 作品61

シュポア：大九重奏曲 ヘ長調 作品31
バーバー：夏の音楽 作品31
ショスタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲 第2番 ホ短調 作品67
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

7/11（金）
（午後・調整中）

ベルリン・フィルハーモニー・
ブラス・アンサンブルによる
金管楽器クリニック

ベルリン・フィルハーモニー・ブラス・アンサンブル
札幌市内中学校・高等学校の吹奏楽部（調整中）

現在調整中です。

サン＝サーンス：デンマークとロシアの歌によるカプリス 作品79
グリンカ：悲愴三重奏曲 ニ短調　　ほか

4

3

7/13（日）
14：00

PMFオーケストラ演奏会
（プログラムS）

ベルリン・フィルハーモニー・
ブラス・アンサンブル演奏会

オスモ・ヴァンスカ(指揮）
PMFヨーロッパ
大村博美（ソプラノ） 塩崎めぐみ（メゾソプラノ）
水口聡（テノール） 大塚博章（バス）
PMFオーケストラ
北海道大学合唱団／北海道札幌旭丘高等学校合唱部
札幌山の手高等学校合唱部

ベートーヴェン：「エグモント」序曲 作品84
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱付き」

ベルリン・フィルハーモニー・ブラス・アンサンブル
　7月10日（木）と同じメンバーです。

7月10日（木）と同じプログラムです。

◎お問い合わせ ： はこだて音楽鑑賞協会 TEL. 0138-32-1773

◎お問い合わせ ： 奈井江町教育委員会文化振興係 TEL. 0125-65-5311

5

指定席　4,000円
（学生1,000円割引）

Pコード ： 226-334
Lコード ： 12102

指定席　4,000円
（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-334
Lコード ： 12113

8

12

7/16（水）
14：00

PMFウィーン弦楽四重奏演奏会 PMFウィーン
　ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）
　ダニエル・フロシャウアー（ヴァイオリン）
　ハンス・ペーター・オクセンホーファー（ヴィオラ）
　フリッツ・ドレシャル（チェロ）

ハイドン：弦楽四重奏曲 第59番 ト短調 作品74-3 「騎士」
チャイコフスキー：弦楽四重奏曲 第1番 ニ長調 作品11
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調
　　　　　　作品59-3 「ラズモフスキー第3番」

無料

67/14（月）
18：00

PMF大通公園コンサート

PMFミュンヘン・アンサンブル演奏会

PMFヨーロッパ
　ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン） ダニエル・フロシャウアー（ヴァイオリン）
　ハンス・ペーター・オクセンホーファー（ヴィオラ） フリッツ・ドレシャル（チェロ）
　タマーシュ・ヴェレンツェイ（トランペット） シュテファン・シュルツ（トロンボーン）
PMFオーケストラ・ブラス・メンバー

PMFミュンヘン
　ヘルマン・ヴァン・コゲレンベルグ（フルート）
　マリー・ルイーズ・モーダーゾーン（オーボエ）
　ラスロ・クティ（クラリネット） ベンツェ・ボガーニ（ファゴット）
佐久間晃子（ピアノ）

ヴィヴァルディ：２つのトランペットのための協奏曲
バーンスタイン：「ウエストサイド・ストーリー」組曲
ヘンデル：王宮の花火の音楽　　ほか

7/12（土）
13：30

PMF2014オープニング・
セレモニー＆コンサート

オスモ・ヴァンスカ（指揮）
PMFオーケストラ／PMFヨーロッパ
ベルリン・フィルハーモニー・ブラス・アンサンブル
九嶋香奈枝（司会／ソプラノ）
２５０人のトランペット奏者　

立原勇：次世代のファンファーレ
グノー：歌劇『ロメオとジュリエット』から「私は夢に生きたい」
ベートーヴェン：「エグモント」序曲
バーンスタイン：「キャンディード」序曲　　ほか

無料
ご自由に入場
いただけます。

無料
ご自由に入場
いただけます。

18：30

市民ロビーコンサート シュテファン・シュルツ（トロンボーン）
佐久間晃子（ピアノ）

19：00 SS席 8,000円
S席   6,000円
A席   4,000円
B席   3,000円
C席   2,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12103
PMF専用販売
D席 1,000円

※ステージが見えにくい席です。
チケット購入時、ご注意ください。

無料9

10

7

7/18（金）
12：25

沼尻竜典(指揮） 
ヨズア・バルチュ（執事長） 駒田敏章（音楽教師）
塩崎めぐみ（作曲家） 水口聡（テノール歌手／バッカス）
伊藤達人（士官／スカラムッチョ） 日浦眞矩（舞踏教師）
大塚博章（かつら師／トゥルファルディン）
清水那由太（従僕） 天羽明惠（ツェルビネッタ）
大村博美（プリマドンナ／アリアドネ） 村松恒矢（ハルレキン）
澤武紀行（ブリゲッラ） 九嶋香奈枝（ナヤーデ）
林よう子（ドゥリアーデ） 今野沙知恵（エコー）
大塚めぐみ（ピアノ） PMFウィーン（弦楽器メンバー）
PMFオーケストラ

現在調整中です。

R. シュトラウス：歌劇「ナクソス島のアリアドネ」
（字幕付き）

～25回記念アニバーサリープログラム～
PMFステージオペラ in 
「ナクソス島のアリアドネ」
 R. シュトラウス生誕150年記念

PMFオーケストラ演奏会
（プログラムA）

7/20（日）
14：00

13 7月18日（金）と同じ出演者です。 7月18日（金）と同じプログラムです。 SS席 8,000円
S席   6,000円
A席   4,000円
B席   3,000円
C席   2,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12105
PMF専用販売
D席 1,000円

※ステージが見えにくい席です。
チケット購入時、ご注意ください。

PMF特別コンサートⅠ 
～バーンスタインメモリアル～

（スクリーン映像付）

7/21（月・祝）
14：00

14：00

15

16

14

ダニエル・マツカワ(指揮）
ヘルマン・ヴァン・コゲレンベルグ（フルート）
ラスロ・クティ（クラリネット）
安楽真理子（ハープ）
佐久間晃子（ピアノ）
PMFオーケストラ

バーンスタイン：クラリネット・ソナタ
バーンスタイン：ハリル
コープランド：劇場のための音楽
バーンスタイン：「ウエストサイド・ストーリー」から
マーラー：交響曲 第5番 嬰ハ短調 から「アダージェット」

PMF2014 リンクアップ・コンサート

（スクリーン映像付）

7/22（火）
14：00

17

ダニエル・マツカワ（指揮／ファゴット）
PMFオーケストラ・メンバー

トーマス・キャバニス：Come to Play
ブリテン：青少年のための管弦楽入門
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「火の鳥」から終曲 ほか
小学生が、授業で学んだメロディをPMFオーケストラと共演する様子を
公開するものです。通常の公演とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

PMFアンサンブル演奏会7/23（水）
19：00

18

札幌市内小学校の6年生
ダニエル・マツカワ（指揮）
九嶋香奈枝（司会／ソプラノ）
今野沙知恵（ソプラノ） 日浦眞矩（テノール）
PMFオーケストラ

バーバー：弦楽のためのアダージョ 作品11
ドヴォルザーク：弦楽セレナーデ ホ長調 作品22
ヴィヴァルディ：ファゴット協奏曲 ホ短調 RV 484
グリーグ：組曲「ホルベアの時代より」 作品40

6月17日（火）から
販売・配布
清田区役所２F
地域振興課等
自由席　500円

（高校生以下無料 要整理券）

PMFオーケストラ演奏会
（プログラムB）

7/25（金）
15：00

19 ロリン・マゼール（指揮）
PMFアメリカ
PMFオーケストラ

ベートーヴェン：交響曲 第7番 イ長調 作品92
シベリウス：交響曲 第2番 ニ長調 作品43

S席　6,000円
A席　5,000円
B席　4,000円
C席　3,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12107

PMFオーケストラ演奏会
（プログラムB）

7/26（土）
14：00

21 ロリン・マゼール（指揮）
PMFアメリカ
PMFオーケストラ

ベートーヴェン：交響曲 第7番 イ長調 作品92
シベリウス：交響曲 第2番 ニ長調 作品43

S席　6,000円
A席　5,000円
B席　4,000円
C席　3,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12108

14：00

セルゲイ・ナカリャコフによる
トランペットセミナー

7/29（火）
（午後・調整中）

24

25

セルゲイ・ナカリャコフ(トランペット)
受講者は調整中です。

現在調整中です。

無料
ご自由に入場
いただけます。

16：00

17：30

PMFアンサンブル演奏会

◎お問い合わせ：北海道立三岸好太郎美術館 TEL. 011-644-8901

◎お問い合わせ：北海道立近代美術館 TEL. 011-644-6882

◎お問い合わせ・入場整理券配布：札幌もいわ山ロープウェイ TEL. 011-561-8177

PMFオーケストラ・メンバー ビゼー：4つのコントラバスのためのカルメン組曲
モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲
　　　　　変ロ長調 K. 424
ハイドン：弦楽四重奏曲 第61番 ニ短調 作品76-2「五度」

無料（事前応募制）
詳細は、会場へ

お問い合わせください。

18：30

ミラノ・スカラ座
ブラスクインテット演奏会

ミラノ・スカラ座ブラスクインテット
　フランチェスコ・タミアーティ（トランペット）
　ニコラ・マルテッリ（トランペット） 
　ホルへ・モンテ・ドゥ・フェズ（ホルン）
　ダニエレ・モランディーニ（トロンボーン）
　ハビエル・カスターニョ・メディナ（テューバ）

ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」序曲
モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲
ヴェルディ：歌劇『アイーダ』から「清きアイーダ」
ロッシーニ：歌劇「泥棒かささぎ」序曲
ヴェルディ：歌劇「アイーダ」から 第2幕グランドフィナーレ
マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から間奏曲　ほか

19：00

28

18：30

PMFアンサンブル演奏会 PMFオーケストラ・メンバー バッハ:２つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 2043
フォーレ：ピアノ四重奏曲 第2番 ト短調 作品25　　　　 ほか

30

26

19：00

S席　3,000円
A席　2,000円
B席　1,000円

（S、A席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12110

  〈1日通し券〉
  S席  8,000円
SA席  7,000円
  A席  5,000円
  B席  4,000円
  C席  3,000円
  D席  2,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12111

ブラームス：セレナード 第2番 イ長調 作品16
ストラヴィンスキー：「プルチネルラ」組曲

ヴェルディ：リゴレット・ファンタジー
マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から間奏曲

ラフマニノフ：ヴォカリーズ 作品34-14

アーバン:「ヴェニスの謝肉祭」の主題による変奏曲
ディニク:ホラ・スタッカート

東儀：地球よ優しくそこに浮かんでいてくれ
プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』から「誰も寝てはならぬ」

ホルスト（田中カレン編曲／井上頌一作詞）：PMF讃歌～ジュピター～

マゼール：モナコ・ファンファーレ
チャイコフスキー：ロココの主題による変奏曲 イ長調 作品33
ショスタコーヴィチ：交響曲 第5番 ニ短調 作品47

日時 演奏会名・会場 出演者 演奏曲目 入場料（円・税込）演奏会
番号

東儀秀樹（篳篥・笙）
ダニエル・マツカワ（指揮）
PMFオーケストラ

ひちりき

日時 演奏会名・会場 出演者 演奏曲目 入場料（円・税込）演奏会
番号 日時 演奏会名・会場 出演者 演奏曲目 入場料（円・税込）演奏会

番号 日時 演奏会名・会場 出演者 演奏曲目 入場料（円・税込）演奏会
番号

5月11日（日）から発売

Pコード ： 226-359
Lコード ： 18345

5月8日（木）から
アルテピアッツァ美唄
ギャラリーほかで発売
自由席500円
高校生以下無料

PMFアンサンブル演奏会
～第13回地域ふれあいコンサート～

PMFオーケストラ・メンバー

PMFオーケストラ・メンバー

ハイドン：弦楽四重奏曲 第61番 ニ短調 作品76-2「五度」
シュポア：大九重奏曲 ヘ長調 作品31　　　　　　ほか

20

19：00

無料
５月２２日（木）から
伏古本町まちづくり
センターなどで

入場整理券配布開始

ひちりき
東儀秀樹（篳篥・笙）
ダニエル・マツカワ（指揮）
PMFオーケストラ

札幌コンサートホール
〒064-0931 札幌市中央区中島公園1-15
TEL. 011-520-2000　http://kitara-sapporo.or.jp/

●地下鉄南北線「中島公園駅」から徒歩7分
●地下鉄南北線「幌平橋駅」から徒歩7分
●市電「中島公園通」から徒歩4分

アクセス

※札幌コンサートホール　　　には、駐車場はございません。
　公共の交通機関をご利用ください。

※札幌コンサートホールでは未就学児童の演奏会への入場は
　ご遠慮いただいております。託児サービスをご利用ください。
〈お問い合わせ・お申し込み〉

札幌シッターサービス ☎011-281-0511

アクセス

札幌芸術の森
〒005-0864 札幌市南区芸術の森2丁目75
TEL. 011-592-4123　http://www.artpark.or.jp

●地下鉄南北線「真駒内駅」下車
●中央バス2番線乗り場から「空沼線」「滝野線」に乗車
●「芸術の森入口」「芸術の森センター（野外ステージ）」で下車

［駐車場］
□駐車場料金（1車両1回につき）普通車／500円（回数券6枚綴り1,000円）
□大型自動車（マイクロバス以上）／1,200円
北海道中央バス（株）のご協力により、PMFの演奏会が行われる日には、開演
約2時間前から地下鉄真駒内駅～札幌芸術の森センター行きのバス（有料）が
増便されます。増便されるバスの中には、野外ステージ付近で降車できる場合が
ありますので、乗車時に最終停留所をご確認ください。

◎お問い合わせ・入場整理券（高校生以下）配布：清田区地域振興課（平日のみ） TEL． 011-889-2024

PMFウィーン弦楽四重奏演奏会 PMFウィーン 7月16日（水）と同じプログラムです。

18：30

32

◎お問い合わせ・入場整理券配布：苫小牧市教育委員会 生涯学習課 TEL. 0144-32-6756

◎お問い合わせ：アルテピアッツァ美唄 TEL. 0126-63-3137

◎お問い合わせ・入場整理券配布：東区伏古本町まちづくりセンター TEL． 011-784-5534

S席　5,000円
A席　4,000円
B席　3,000円
学生指定席2,000円

PMFオーケストラ演奏会
（プログラムB）

23 ロリン・マゼール（指揮）
PMFアメリカ
PMFオーケストラ

ベートーヴェン：交響曲 第7番 イ長調 作品92
シベリウス：交響曲 第2番 ニ長調 作品43

◎お問い合わせ ： PMF旭川公演実行委員会 （㈱アイケム） TEL. 0166-22-8003 

PMFオーケストラ国内ツアー  5月詳細発表予定
8/5（火）　PMFオーケストラ大阪公演　　 ザ・シンフォニーホール

8/6（水）　PMFオーケストラ名古屋公演　 愛知県芸術劇場コンサートホール

8/7（木）　PMFオーケストラ東京公演　 サントリーホール

～25回記念アニバーサリープログラム～
PMFステージオペラ in 
「ナクソス島のアリアドネ」
 R. シュトラウス生誕150年記念

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール　　　 （小）

札幌コンサートホール　　　 （小）

函館市芸術ホール

奈井江町文化ホール（コンチェルトホール）

札幌市役所1階ロビー

大通公園西6丁目

札幌コンサートホール

札幌芸術の森・野外ステージ

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール

苫小牧市民会館

苫小牧市民会館

PMFアンサンブル演奏会
アルテピアッツァ美唄

旭川市民文化会館

北海道立三岸好太郎美術館（札幌市）

札幌芸術の森・野外ステージ
＜レナード・バーンスタイン・メモリアル・ステージ＞

札幌時計台ホール

北海道立近代美術館ロビー

もいわ山中腹エリア フォレストギャラリー

札幌市清田区民センター

札幌市立東苗穂小学校

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール

札幌コンサートホール　　　 （小）

札幌コンサートホール　　　 （小）

札幌コンサートホール　　　 （小）

PMF特別コンサートⅡ
～with ナカリャコフ～

7/27（日）
14：00

22 ガエタノ・デスピノーサ（指揮）
セルゲイ・ナカリャコフ（トランペット & フリューゲルホルン)
PMFオーケストラ

武満：弦楽のためのレクイエム
ヴィットマン：トランペット協奏曲「ad absurdum」
　　　　 〈セルゲイ・ナカリャコフに献呈／日本初演〉
モーツァルト：ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 K. 495
ベートーヴェン：交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

S席　5,000円
A席　4,000円
B席　3,000円
C席　2,000円

（各席学生1,000円割引）

Pコード ： 226-333
Lコード ： 12109

札幌コンサートホール

5月14日（水）から
奈井江町文化ホール
ほかで発売

大人2,000円（当日2,500円）
高校生以下700円（当日900円）
【全席自由】

※親子割引、団体割引あり

指定席3,500円（当日4,000円）
自由席2,500円（当日3,000円）
学生席1,000円（高校生以上）
小・中学生無料（要入場整理券）

無料
ご自由に入場
いただけます。

（2階指定ブロック内自由席）

PMF2014 コンサートスケジュール

ピアノ

ベフゾド・アブドゥライモフ
1990年、ウズベキスタンのタシュケント
で生まれ、5歳でピアノを始める。聴き手
の心をとらえる演奏により、同世代の中
でも先駆者のひとりとして評価を高めて
いる。2009年、ロンドン国際ピアノコン
クールで1位を受賞。これまでにアシュ
ケナージ、ウルバンスキ、デュトワらの指
揮と共演。PMFには初めての参加。

アシスタント・コンダクター

ダニエル・マツカワ
現在、フィラデルフィア管弦楽団首
席ファゴット奏者。PMFにはアカデ
ミー・メンバーとして参加し、教授とし
ても継続して参加。演奏活動と並行
し、カーティス音楽院のオットー・ウェ
ルナー・ミュラーのもとで指揮を学
ぶ。09年PMFアニバーサリー・オー
ケストラで、PMFで指揮者デビュー。

トランペット

セルゲイ・ナカリャコフ
驚異的なヴィルトゥオージティと豊かな
音楽性で「トランペット界のパガニーニ」
と絶賛され、アルゲリッチ、バシュメット等
と共演。世界有数のソロ・トランペット奏
者として活躍。フリューゲルホルンをソ
ロ楽器として広く認知させた最初の演
奏家。1977年生まれ。使用楽器はフ
ランスのコルトワ。PMFには初参加。

チェロ

セルゲイ・アントノフ
1983年、モスクワにてチェリストの両親
の元に生まれる。モスクワ中央音楽学
校、モスクワ音楽院で学ぶ。2007年、第
13回チャイコフスキー国際コンクールの
チェロ部門優勝。現在はボストンに拠点を
移し、ロシア、ヨーロッパ、アメリカで活動
中。気鋭の新世代ソリストとして高い評価
を得ている。PMFには初めての参加。

PMFオーケストラ
共演アーティスト PMF GALAコンサート

ピクニックコンサート
出演アーティスト

オーケストラ
PMFオーケストラ

ゲストアーティスト
ベルリン・フィルハーモニー・ブラス・アンサンブル
タマーシュ・ヴェレンツェイ（トランペット）
フロリアン・ピンヒラー（トランペット）
ギヨーム・ジェル（トランペット）
マルティン・クレッツァー（トランペット）
ゲオルグ・ヒルザー（トランペット）
サラ・ウィリス（ホルン）

クリストハルト・ゲスリング（トロンボーン）
オラフ・オット（トロンボーン）
イェスパー・ブスク・ソレンセン（トロンボーン）
トーマス・ライエンデッカー（トロンボーン）
シュテファン・シュルツ（トロンボーン）
アレクサンダー・フォン・プットカマー（テューバ）

ミラノ・スカラ座ブラスクインテット
フランチェスコ・タミアーティ（トランペット）
ニコラ・マルテッリ（トランペット） 
ホルへ・モンテ・ドゥ・フェズ（ホルン）

ダニエレ・モランディーニ（トロンボーン）
ハビエル・カスターニョ・メディナ（テューバ）

客演指揮者

ガエタノ・デスピノーサ
イタリアのパレルモで生まれ。
コンサートマスターを務めてい
たドレスデン国立歌劇場での
ファビオ･ルイジとの出会いを
きっかけに、2008年以降は
ヴァイオリン奏者から指揮者
としての活動に専念しキャリ
アをスタート。ファビオ･ルイジ

の推薦で、PMF2010で芸術監督ファビオ・ルイジのもと
ミュージカルアシスタントとして、PMFに参加。以降、ローマ・
サンタ・チェチーリア管弦楽団などイタリアを代表するオーケ
ストラに一気にデビュー。注目を集める若手指揮者のなかで
も最も興味深い才能とみなされ、国際舞台における活躍の
場を拡げている。13年9月、ミラノ・ヴェルディ交響楽団首席
客演指揮者に就任。

客演指揮者

沼尻竜典
リューベック歌劇場音楽総
監督、びわ湖ホール芸術
監督、トウキョウ・モーツァ
ルトプレーヤーズ音楽監
督。1990年ブザンソン国
際指揮者コンクール優勝。
以来、ロンドン響、モントリ
オール響、シドニー響、ミラ

ノ・ジュゼッペ・ヴェルディ響、ベルリン・ドイツ響、デュッセル
ドルフ響、フランス放送フィル、トゥールーズ・キャピトル管等
国内外多くのオーケストラを指揮。オペラ指揮者としてもケ
ルン、ミュンヘン、ベルリン、シドニー、新国立劇場をはじめ国
内外の劇場で指揮。2014年9月びわ湖ホール『ワルキュー
レ』、11月リューベック歌劇場音楽総監督披露公演『ドン・
カルロ』ともに絶賛を博した。PMFには初めての参加。

天羽明惠
（ソプラノ）

東儀秀樹
（篳篥・笙）

小山実稚恵
（ピアノ）

名取裕子
（朗読）

尾高忠明
（指揮）

【PMFアメリカ】
デイヴィッド・チャン（ヴァイオリン）／メトロポリタン歌劇場管弦楽団
スティーヴン・ローズ（ヴァイオリン）／クリーヴランド管弦楽団
ダニエル・フォスター（ヴィオラ）／ワシントン・ナショナル交響楽団
ラファエル・フィゲロア（チェロ）／メトロポリタン歌劇場管弦楽団
ハロルド・ロビンソン（コントラバス）／フィラデルフィア管弦楽団
ステファン・ラグナー・ホスクルドソン（フルート）／メトロポリタン歌劇場管弦楽団
ユージン・イゾトフ（オーボエ）／シカゴ交響楽団
調整中（クラリネット）
ダニエル・マツカワ（ファゴット）／フィラデルフィア管弦楽団
ウィリアム・カバレロ（ホルン）／ピッツバーグ交響楽団
マーク Ｊ. イノウエ（トランペット）／サンフランシスコ交響楽団
デンソン・ポール・ポラード（トロンボーン）／メトロポリタン歌劇場管弦楽団
デイヴィッド・ハーバート（ティンパニ）／シカゴ交響楽団
安楽真理子（ハープ）／メトロポリタン歌劇場管弦楽団

【PMFヨーロッパ】
ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）／ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ダニエル・フロシャウアー（ヴァイオリン）／ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ハンス・ペーター・オクセンホーファー（ヴィオラ）／ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
フリッツ・ドレシャル（チェロ）／ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ミヒャエル・ブラーデラー（コントラバス）／ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ヘルマン・ヴァン・コゲレンベルグ（フルート）／ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
マリー・ルイーズ・モーダーゾーン（オーボエ）／ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
ラスロ・クティ（クラリネット）／ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
ベンツェ・ボガーニ（ファゴット）／ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
サラ・ウィリス（ホルン）／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
タマーシュ・ヴェレンツェイ（トランペット）／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
シュテファン・シュルツ（トロンボーン）／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
ライナー・ゼーガス（ティンパニ）／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

オーケストラ・アカデミー教授
首席指揮者

ロリン・マゼール
幼いころから神童と呼ばれて
おり、世界で最も評価され、
80歳を超えてなおその人気
を博している指揮者。70年以
上にわたりこれまでに200近
くのオーケストラを指揮し、
7,000回以上のオペラ公演
や演奏会を行っている。これ
までに、バイエルン放送交響

楽団音楽監督、ウィーン国立歌劇場ジェネラル・マネージャー・芸術監
督・首席指揮者、クリーヴランド管弦楽団音楽監督、ニューヨーク・フィ
ルハーモニック音楽監督など名門オーケストラの音楽監督等を歴任。
近年はミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督をつとめる。
また、アメリカでキャッスルトン音楽祭を創設し、芸術監督をつとめ後進
の教育に力を注いでいる。PMFには初めての参加。

客演指揮者

オスモ・ヴァンスカ
クラシックのスタンダード、現
代音楽、そして北欧のレパー
トリーの説得力ある解釈が
評価を得ている。2003年か
ら13年までミネソタ管弦楽
団の音楽監督をつとめ、客
演指揮者としても国際的に
活躍。ボストン交響楽団、シ

カゴ交響楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ベルリン・フィル
ハーモニー管弦楽団、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団を
含む世界一流の多くのオーケストラに出演し、高く評価され
ている。フィンランドのシベリウス音楽院で指揮を学び、
1982年、ブザンソン国際指揮者コンクールで1位を受賞。
PMFには初めての参加。

©Ann Marsden

客演指揮者

ドミンゴ・インドヤン
ベネズエラのカラカス生ま
れ。ベネズエラの音楽教育
プログラム、エル•システマの
メンバーで、ヴァイオリン奏者
として音楽を学び始めた。
ジュネーヴ高等音楽院にて
首席で指揮の修士課程を
修め、カダケス交響楽団国

際指揮コンクール、ニコライ・マルコ記念国際指揮者コン
クール等で入賞。これまでにロンドン・フィルハーモニー管弦
楽団、スイス・ロマンド管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽
団、シモン•ボリバル交響楽団等を指揮している。2013年か
らベルリン国立歌劇場でバレンボイムの第1アシスタントに
任命された。PMFには、03年と04年にヴァイオリンのアカ
デミー生として参加。客演指揮者としては初めて参加する。

©Tom Fecht

©Fumiaki Fujimoto©Ben Ealovega and Decca ©Thierry Cohen

PMFピアニスト
佐久間晃子（ピアノ）

札幌交響楽団

ひちりき

©Wataru Nishida

©Akira Muto

©Martin Richardson オクタヴィアン・ソニエ
（札幌コンサートホール　　    専属オルガニスト）


