










PMF2019~第30回を記念して~

PMF2019アーティスト

PMFオーケストラ

第1回のPMFに若手指揮者のひとりとして参加したマリン・オルソップ、第3代芸術監督をつとめたクリストフ・エッシェンバッハ、そして現在の芸術監督ワレリー・ゲルギ
エフ。記念シーズンにふさわしい指揮者の強力なラインナップに加え、これまでにPMFに参加した延べ3,500人の修了生の中から現在、ベルリン・フィル、ウィーン交響楽
団、フィルハーモニア管弦楽団、そして開催地札幌を代表する札幌交響楽団など国内外のメジャーオーケストラで活躍する修了生15人が再びPMFへ。
豪華ソリスト、PMFオーケストラ、PMFアメリカ教授陣、合唱団とともに演奏する巨大なマーラーの交響曲第8番など記念プログラムが目白押し！

平成の時代とともに歩んできたPMF、あらたな時代の幕開けに。

PMFプレミアム・オーケストラ参加修了生　［PMFアカデミー参加年］

ピアノ 小山実稚恵
人気・実力ともに日本を代表するピアニスト。これまで国内外の主要オー
ケストラや国際的指揮者との共演を重ねており、協奏曲のレパートリーは
60曲を超える。PMFには、1999、2001年にNHK交響楽団のソリスト、
13、14年にはゲスト・アーティストとして参加。

©Hiromichi Uchida

オペラ、交響曲、現代音楽の初演など幅広く取り組み、注目されるアメリ
カ出身の指揮者。2011年、R. シュトラウスのオペラ「エレクトラ」でマリ
インスキー劇場にデビュー以降、同劇場を中心にオペラ、オーケストラの
コンサートを定期的に指揮。PMFは昨年に続いて2回目の参加。

指揮者 クリスチャン・ナップ

©zaydullin

ヴォーカル・アカデミー教授 ガブリエッラ・トゥッチ

2000年からフィラデルフィア管弦楽団の首席ファゴット奏者をつとめる
一方、16年10月、ヴァージニア交響楽団に指揮者としてデビュー。PMF
修了生であり、ファゴットの教授のほか、近年は指揮者も兼任。今回で19
回目の参加。

ミラノ・スカラ座をはじめ世界の歌劇場で聴衆を魅了した名ソプラノ歌
手。ヴォーカル・アカデミー教授として指導にあたり、ベルカントの神髄を
未来の歌手たちに伝授。

指揮者 ダニエル・マツカワ

©Yasuo Fujii

札幌交響楽団
＜PMFホストシティ・オーケストラ＞

©Yasuo Fujii

ピアニストとして不動の評価を確立した後、セル、カラヤンと
の出会いにより指揮者への道へ。現在では、欧米のすべての
一流オーケストラに客演している。2019/20年シーズンから
ベルリン・コンツェルトハウス管の首席指揮者に就任予定。
PMFでは、1990年、バーンスタイン逝去後、マイケル・ティル
ソン・トーマスとともに芸術監督を引き継ぎ、91年、93年か
ら98年まで芸術監督として創成期のPMFを支えた。

第3代PMF芸術監督
クリストフ・エッシェンバッハ

©Eric Brissaud

マリインスキー劇場総監督、首席指揮者
PMF第6代芸術監督をつとめ、今年5シーズン目。マリインス
キー劇場を活動の中心にしながら各国のメジャーオーケスト
ラや歌劇場へ客演するかたわら、若手の育成、音楽祭の創
設、人道主義の理想を守る活動などにも積極的に関わってい
る。

PMF芸術監督
ワレリー・ゲルギエフ

©Marco Borggreve

オーケストラ・アカデミー教授

ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）／前ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター
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
ハインツ・コル（ヴィオラ）／前ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団首席奏者
シュテファン・ガルトマイヤー（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
ラディスラフ・パップ（ハープ）／ウィーン国立歌劇場

＜PMFヨーロッパ＞
 PMFウィーン

アンドレアス・ブラウ（フルート）／前ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
アンドレアス・ヴィットマン（オーボエ）／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
アレクサンダー・バーダー（クラリネット）／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
シュテファン・シュヴァイゲルト（ファゴット）／ベルリン・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
イェスパー・ブスク・ソレンセン（トロンボーン）／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
フランツ・シンドルベック（パーカッション）／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
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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
アレクサンダー・ハンナ（コントラバス）／シカゴ交響楽団
ステファン・ラグナ－・ホスクルドソン（フルート）／シカゴ交響楽団
ユージン・イゾトフ（オーボエ）／サンフランシスコ交響楽団
スティーヴン・ウィリアムソン（クラリネット）／シカゴ交響楽団
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
シンシア・イェ（パーカッション）／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アメリカ＞
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現在ボルティモア交響楽団音楽監督、サンパウロ交響楽団の
首席指揮者／音楽監督をつとめる。タングルウッド・ミュー
ジック・センターでクーセヴィツキー賞初の女性受賞者、
BBCプロムスのラストナイト・コンサートへ出演した初めて
の女性指揮者として知られるパイオニア的存在。1990年、
バーンスタインの招きにより第1回PMFに参加し、PMFオー
ケストラを指揮した。2回目の参加。

首席指揮者
マリン・オルソップ

チェコ、ドイツの名門オーケストラの首席奏者を歴任、ベルリ
ン・フィルを退団後、ソリスト、そして指揮者として世界各国か
ら招かれている。2018年からは山形交響楽団首席客演指揮
者にも就任。PMF2019ではその芳醇なホルンの音色を聴か
せてくれるとともに指揮者としても出演。PMFへは13年に
PMFヨーロッパの教授として初めて参加し、アンサンブルを
指揮、PMFオーケストラとソリストとして共演するなど多岐
に渡って活動。2回目の参加。

指揮者
ラデク・バボラーク（ホルン）

©Adriane White

©Eric Brissaud

オーディションで選抜された国籍も様々な若手
音楽家で編成するひと夏限りのオーケストラ。

1961年、「札幌市民交響楽団」の名称で発
足。北海道唯一のプロ・オーケストラ「札響」
の愛称で親しまれている。

オルソルヤ・コルチョラン（ヴァイオリン）［1994, 96］
冨田麻衣子（ヴァイオリン）／札幌交響楽団［2006, 07］
物部憲一（ヴィオラ）／札幌交響楽団［1993］
小野木遼（チェロ）／札幌交響楽団［2007］
安田修平（コントラバス）／東京交響楽団［2000］
野津臣貴博（フルート）／大阪フィルハーモニー交響楽団［1990, 91］
ミリアム・キャリアー（クラリネット）／イル・ド・フランス国立管弦楽団［2003］
ゲルゲリー・シュガー（ホルン）／ウィーン交響楽団［1994, 96, 97］
アンドレイ・ズスト（ホルン）／ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団［2007, 09］
レイモンド・リッコミーニ（トランペット）／メトロポリタン歌劇場管弦楽団［1993］
佐藤友紀（トランペット）／東京交響楽団［2000］
マルコス・ガルシア・ファケーロ（トランペット）／マドリード王立劇場管弦楽団［2013, 14］
バイロン・フルチャー（トロンボーン）／フィルハーモニア管弦楽団［1990］
清水真弓（トロンボーン）／バーデン＝バーデン・フライブルクSWR交響楽団［2006, 07］
ブライアン・ウェンデル（トロンボーン）／バンクーバー交響楽団［2016］
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PMFオープンリハーサル

PMF教育セミナー

PMF公開マスタークラス
会期中に行うリハーサルを今年から下記の方を対象とし無料で公開
します。演奏会本番に向けた音楽作りの現場をぜひご覧ください。

パシフィック・ミュージック・フェスティバル（PMF）は、創設者で20世紀を代
表する指揮者、作曲家のレナード・バーンスタインの精神を受け継ぎ、夏の札
幌を中心に１カ月にわたり開催するクラシックの国際教育音楽祭です。1990
年の創設から今年30回目の記念の年を迎えます！

PMFの魅力は、夏の爽やかな野外で楽し
むピクニックコンサート、華やかなホールで
行う本格的なオーケストラや室内楽のコン
サート、そして人々の行き交う街角や市内
の様々な会場で行うアウトリーチコンサー
ト。7月の札幌を音楽で彩るPMF、それぞ
れのスタイルでお楽しみください！

PMF教授陣が、北海道で音楽を学ぶ専攻生などを
指導する様子を一般公開します（通訳付）。

言語：英語（日本語通訳付）

※専用の振込用紙をご利用の場合

PMFオンラインサービスの特長 PMF MUSIC PARTNER
（月刊メール）

PMF2019 フレンズ（賛助会員）

PMFオンラインサービス（インターネット予約システム）のご案内

PMF2019 オフィシャル・サポート（個人寄付）

年会費／3,000円（税込）
募集期間／

PMFの魅力や最新情報を
お届けする“情報の定期便”
です。

厳しいオーディションに合格し、アカデミー生としてPMFで学ぶ若手音楽家の
活動をご支援いただく個人寄付制度です。

若手音楽家の成長を応援しながら、コン
サートをお楽しみいただく賛助会員制度
です。チケット先行予約・割引のほか会
員限定の特典があります。 

座席を選択
できます。

6月30日まで

POINT1

POINT1

使途はPMF2019
   の教育活動です。

1,000円単位の
個人寄付

POINT2

税控除の対象と
なります。
PMF組織委員会は
公益財団法人

POINT3

振込手数料は
    かかりません。
全国のゆうちょ銀行・郵便局

ご購入枚数の
制限は

ありません。

POINT2

登録無料！

チケット
   送料無料。

POINT3
カード決済・
コンビニ払いが
できます

POINT4
PMF MUSIC 
PARTNER

（月刊メール）が
届きます。

POINT5

～バーンスタインの教え、指揮者としての歩みと今後～
マリン・オルソップとの対話

参加料（税込）：一般：500円〔当日払い〕
　　　　　　U25・PMFフレンズ会員：無料
                 〔当日身分証・会員証をご提示ください〕

お申し込み：5月13日（月）以降、PMF公式ウェブサイトの
　　　　　「お申し込みフォーム」、またはお電話でお申し込みください。

★当日会場で先着順に受付、定員（各日・会場200人）になり次第、締め切らせていただきます。
★公開するリハーサルの詳細は、6月以降、PMF公式ウェブサイトなどでお知らせいたします。
※上記対象以外の方はリハーサルにはご入場いただけませんのであらかじめご了承ください。

PMFとは PMFの魅力

チケット購入が簡単・便利・スピーディー 

ご入場いただける方 当日の受付方法

U25（小学生以上）

リハーサルを行うプログラムの演奏会
チケットをお持ちの方

PMFフレンズ会員

音楽教育関係者

会員証のご提示

身分証などのご提示

年齢を確認できるもののご提示

チケットのご提示

※小学生は中学生以上の方の同伴が必要です。

日時：7月14日（日）16：30～18：00
会場：札幌コンサートホール　　　   小ホール
定員：300人

7月6日（土）　PMF公開マスタークラス I

会場：札幌コンサートホール　　　  小ホール
　　　（7月6日のみザ・ルーテルホール）
料金（税込）：自由席 500円　U25 300円

18:30～19:30　ヴァイオリン
19:40～20:40　ヴァイオリン
　講師：ライナー・キュッヒル
　　　 （前ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター）

7月22日（月） PMF公開マスタークラス II
18:30～19:30　トランペット
　講師：マーク J. イノウエ（サンフランシスコ交響楽団）
19:40～20:40　木管五重奏
　講師：ユージン・イゾトフ（オーボエ／サンフランシスコ交響楽団）
　　　  スティーヴン・ウィリアムソン（クラリネット／シカゴ交響楽団）

7月23日（火） PMF公開マスタークラス III
18:30～19:30　トロンボーン　
　講師：デンソン・ポール・ポラード（メトロポリタン歌劇場管弦楽団）
19:40～20:40　金管五重奏
　講師：ウィリアム・カバレロ（ホルン／ピッツバーグ交響楽団）
　　　  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）

7月25日（木） PMF公開マスタークラス IV
18:30～19:30　ファゴット
　講師：ダニエル・マツカワ（フィラデルフィア管弦楽団）
19:40～20:40　フルート
　講師：ステファン・ラグナー・ホスクルドソン（シカゴ交響楽団）

7月26日（金） PMF公開マスタークラス V
18:30～19:30　ハープ
　講師：安楽真理子（メトロポリタン歌劇場管弦楽団）

受付場所・時間：札幌コンサートホール　　　　 小ホール入口 16：00～
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北海道中央バス（株）の
ご協力により、PMFの公
演日には、開演約2時間
前から地下鉄真駒内駅
から札幌芸術の森セン
ター行きのバス（有料）が
増便されます。

公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会
札幌市中央区南2条東1丁目1-14  住友生命札幌中央ビル1階

お問い合わせ

www.pmf.or.jpPMF 検索
最新情報、チケットのお買い求めは公式ウェブサイトをご利用ください。

TEL.011-242-2211

TEL.011-281-0511

FAX. 011-242-1687 E-mail : webmaster@pmf.jp

2019年3月 発行

For the detailed information on the PMF 2019, please visit PMF website.

◆助成 ◆特別後援

伊藤組100年記念基金
公益財団法人

三菱UFJ信託芸術文化財団

三菱UFJ信託芸術文化財団 朝日新聞文化財団

公益財団法人 野村財団 公益財団法人 朝日新聞文化財団 北海道新聞社

◆主催：公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会
　　　　札幌市
◆共催：札幌市芸術文化財団（札幌コンサートホール          ）

バス運賃　大人290円／小人150円
［駐車場］駐車料金 ※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

〇地下鉄南北線「真駒内（マコマナイ）」駅の中央バス2番乗り場   
【空沼線・滝野線】から乗車。「芸術の森入口」下車
（所要時間約15分、15分間隔で運行）。
※2番のりば発のバスはすべて「芸術の森入口」に停まります。ここから野外 
　ステージ入口ゲートまでは徒歩で約15分かかります。
※「芸術の森センター」行きのバスは、野外ステージに一番近い臨時停留所
　（降車専用）で降車できます。

PMF2019にご支援いただいている企業・団体のみなさま（メインスポンサーは表紙をご覧ください）

〒005-0864
札幌市南区芸術の森2丁目75　TEL.011-592-5111
www.artpark.or.jp

〒064-0931
札幌市中央区中島公園1-15　TEL.011-520-2000
www.kitara-sapporo.or.jp/

〒060-0001 
札幌市中央区北1条西1丁目5　TEL.011-271-1000
www.sapporo-community-plaza.jp/theater.html

札幌芸術の森札幌コンサートホール 札幌文化芸術劇場 hitaru

アクセス アクセス

※札幌コンサートホール                には駐車場がこざいません。
　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一部の公演を除き未就学のお子さまの演奏会への
入場はご遠慮いただいております。託児サービス（有料）をご利用ください。

※札幌文化芸術劇場hitaruには駐車場及び指定の駐車場はございません。
　最も近い駐車場は、hitaruを含む再開発ビル「さっぽろ創世スクエア」の地下
　「タイムズステーションさっぽろ創世スクエア」（有料）をご活用ください。

お問い合わせ・
お申し込み

（平日9：00～18：00）

札幌シッターサービス

〇地下鉄南北線「中島公園」駅から徒歩7分
〇地下鉄南北線「幌平橋」駅から徒歩7分
〇市電「中島公園通」停留所から徒歩4分

アクセス
〇地下鉄東西線、南北線、東豊線「大通」駅 30番出口
　から西2丁目地下歩道から直結 徒歩2分
〇市電「西4丁目」停留所から徒歩12分
〇JR「札幌」駅南口から徒歩10分
〇バス「時計台前」または「北1条」停留所から徒歩2分

※PMF公開マスタークラスは
　対象外です。ご了承ください。
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札幌文化芸術劇場
hitaru

◆特別協賛

アイネス

札幌駅総合開発

日本経済新聞社

創造都市さっぽろWAON

北洋銀行

ロイズコンフェクトアミノアップ 日本航空

札幌商工会議所パナソニック

岩倉建設

ＩＳＨＩＹＡ

日本電信電話

北海道ガス 鈴与グループ

学校法人　北海道科学大学

旭イノベックス

日本信号

伊藤組土建

NTTデータ北海道

北海道銀行

札幌振興公社

小林皮膚科クリニック 学校法人  北星学園

◆東京・川崎公演協賛

野口観光

◆協賛

北海道キリンビバレッジ

野村證券札幌支店 福山倉庫・福山醸造

津軽海峡フェリー 岩田地崎建設

サッポロビール
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