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公益財団法人アフィニス文化財団

2020 年度 アフィニス オーケストラ助成 決定
公益財団法人アフィニス文化財団は、日本の音楽文化の発展を願い、「アフィニス オーケストラ助成」
を行い、国内のプロ・オーケストラ（注）が主催する、優れた演奏会を支援しています。
特に「アフィニス エンブレム」については、全国の楽団から応募された公演企画の中から、特に秀逸
なものを厳選して、重点的な助成を行っています。2020 年度「アフィニス オーケストラ助成」につきま
しては、下記のとおり総額 3,600 万円の助成を決定いたしました。
（注） 助成対象となる楽団は、当財団ウェブサイト募集要項ページに掲載しております。

■

アフィニス エンブレム

2,500 万円 ／

9 楽団 9 企画

「音楽文化の担い手としてのプロ・オーケストラが主催する、わが国な
らびに各楽団が活動の重点を置いている地域にとって意義がある企画」

■

アフィニス エチケット

1,100 万円 ／

14 楽団 22 企画

「楽団としての成長、発展を目指して企画された意欲的な公演」

公益財団法人アフィニス文化財団
公益財団法人アフィニス文化財団は、1988 年に「日本たばこ産業株式会社」（JT）の出捐に
より設立され、国内プロ・オーケストラへの支援を通じて、音楽文化が発展することを願い、
以下の事業を行っています。
・

国内プロ・オーケストラが主催する優れた公演への助成事業

・

国内プロ・オーケストラの楽団員に対する研鑽機会の提供
（アフィニス夏の音楽祭、アフィニス アンサンブル セレクション、海外研修員派遣）

・

国内の芸術文化活動に関する調査研究

〈お問合せ〉 公益財団法人アフィニス文化財団

Tel: 03-5797-7135

E-mail: info@affinis.or.jp WEB: http://www.affinis.or.jp/

公益財団法人アフィニス文化財団 2020年度オーケストラ助成対象企画
アフィニス エンブレム
楽団名

山形交響楽団

企画

開催日時・会場

助成額（万円）

2021年2月20日（土）、21日（日）
山形テルサホール

300

2020年10月17日（土）
高崎芸術劇場

200

2020年7月4日（土）
サントリーホール

200

2020年9月18日（金）、19日（土）
すみだトリフォニーホール

300

第290回定期演奏会～鈴木秀美のオラトリオシリーズ第2回～
指揮：鈴木秀美（首席客演指揮者） Sop：中江早希 Ct：上杉清仁 Ten：谷口洋介
Bas：ドミニク・ウェルナー 合唱：山響アマデウスコア
ヘンデル／オラトリオ「メサイア」ＨＷＶ56

群馬交響楽団

第562回定期演奏会
指揮：高関健
スメタナ／連作交響詩「わが祖国」（倍管演奏）

NHK交響楽団

特別公演 イェルク・ヴィトマン／オラトリオ「箱舟」
指揮：ケント・ナガノ Sop：マルリス・ペーターゼン Bar：トーマス･E･バウアー 合唱：新
国立劇場合唱団、アウディ・ユーゲント合唱団 児童合唱：NHK東京児童合唱団
イェルク・ヴィトマン／オラトリオ「箱舟」（日本初演）

新日本フィルハーモニー
交響楽団

第624回トパーズ＜トリフォニー・シリーズ＞
指揮：シャルル・デュトワ M.Sop：加藤のぞみ Ten：ヤン・ブロン Bas：青山貴 合唱：
栗友会合唱団
ベルリオーズ／劇的交響曲「ロメオとジュリエット」op.17

東京交響楽団

ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」
（東京交響楽団第684・685回定期演奏会、川崎定期演奏会第77回・78回）
指揮：ジョナサン・ノット トリスタン/Ten：ブライアン・レジスター イゾルデ/Sop：リサ・リ
ンドストローム マルケ王/Bas：ミハイル・ペトレンコ クルヴェナール/Bar：ダニエル・
シュムッツハルト ブランゲーネ/M.Sop：クラウディア・マーンケ 水夫/メロート/牧童
/Ten：アンジェロ・ポラック 舵手/Bar：高田智志 合唱：新国立劇場合唱団 演出：彌
勒忠史

2020年10月11日（日）、17日（土）
サントリーホール
2020年10月9日（金）、15日（木）
ミューザ川崎 シンフォニーホール

300

(第1夜)シェーンベルク／ペレアスとメリザンド
ワーグナー／楽劇「トリスタンとイゾルデ」第1幕
(第2夜)ワーグナー／楽劇「トリスタンとイゾルデ」第2、3幕

東京フィルハーモニー交響楽団 第942回サントリー定期シリーズ、第943回オーチャード定期演奏会
第136回東京オペラシティ定期シリーズ
指揮：アンドレア・バッティストーニ（首席指揮者） Sop：マリア･テレーザ･レーヴァ
Ten：ルチアーノ･ガンチ Bar：フランコ･バッサッロ 合唱：新国立劇場合唱団 他
ザンドナーイ／歌劇「フランチェスカ・ダ・リミニ」全4幕(オペラ演奏会形式）

2020年9月25日（金）
サントリーホール
2020年9月27日（日）
オーチャードホール
2020年9月29日（火）
東京オペラシティ コンサートホール

300

①2020年10月22日（木）
②2021年3月13日（土）
③2021年3月18日（木）
石川県立音楽堂
コンサートホール
④2021年3月22日（月）
サントリーホール

300

⑤2020年6月26日（金）
⑥2020年8月27日（木）
⑦2020年10月2日（金）
⑧2020年12月17日（木）
ＪＭＳアステールプラザ 大ホール

300

2020年9月19日（土）
アクロス福岡 シンフォニーホール

300

オーケストラ・アンサンブル金沢 《ミンコフスキ×ＯＥＫ ベートーヴェン全交響曲演奏会》
①第434回定期公演
③第440回定期公演

②第439回定期公演
④第37回東京定期公演

指揮：マルク・ミンコフスキ（ＯＥＫ芸術監督）
① ベートーヴェン／交響曲 第4番 変ロ長調 op.60、交響曲 第7番 イ長調 op.92
② ベートーヴェン／交響曲 第2番 ニ長調 op.36、交響曲 第8番 ヘ長調 op.93、交響
曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」
③④ベートーヴェン／交響曲 第6番 ヘ長調 op.68「田園」、交響曲 第5番 ハ短調
op.67「運命」

広島交響楽団

ディスカバリー・シリーズ＜ベートーヴェン生誕250周年 交響曲シリーズ＞
Hosokawa×Beethoven
指揮：下野竜也 ⑤Pf：小菅優 ⑥Vn：正戸里佳 ⑦Vc：岡本祐也 ⑧Hr：福川伸陽
⑤細川俊夫／開花Ⅱ、ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第0番 変ホ長調、ベートーヴェ
ン／交響曲 第5番 ハ短調 op.67「運命」
⑥ベートーヴェン／序曲「コリオラン」 ハ短調 op.62、細川俊夫／悲歌 -エレジー-ヴァ
イオリンと弦楽オーケストラのための、ベートーヴェン／交響曲 第6番 ヘ長調 op.68
「田園」
⑦ベートーヴェン／序曲「命名祝日」 ハ長調 op.115、細川俊夫／昇華 チェロとオー
ケストラのための(日本初演)、ベートーヴェン／交響曲 第7番 イ長調 op.92
⑧ベートーヴェン／劇音楽「アテネの廃墟」 op.113 序曲、細川俊夫／ホルン協奏曲開花の時-、ベートーヴェン／交響曲 第8番 ヘ長調 op.93

九州交響楽団

第388回定期演奏会
＜戦後75年へⅡ 小泉・九響マーラー第3弾「復活」＞
指揮：小泉和裕 Sop：安井陽子 Alt：福原寿美枝 合唱：九響合唱団 他
マーラー／交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

計

2,500

公益財団法人アフィニス文化財団 2020年度オーケストラ助成対象企画
アフィニス エチケット
楽団名

札幌交響楽団

企画

開催日時・会場

助成額（万円）

指揮：マティアス・バーメルト Sop：中村恵理 Bar：甲斐栄次郎 合唱：札響合唱団（合
唱指揮：長内勲）

2020年9月25日(金)、26日(土)
札幌コンサートホールKitara
大ホール

50

2020年9月18日(金)、19日(土)
日立システムズホール仙台
コンサートホール

50

2020年5月23日(土)
日立システムズホール仙台
コンサートホール

50

2020年4月11日（土）
東京オペラシティ
コンサートホール

50

2020年11月13日（金）
東京オペラシティ
コンサートホール

50

第630回定期演奏会

武満徹／精霊の庭
ブラームス／ドイツ・レクイエム

仙台フィルハーモニー
管弦楽団

第339回定期演奏会
指揮：飯守泰次郎（仙台フィル常任指揮者） Sop:横山恵子 Alt:清水華澄 Ten：二
塚直紀 Bas:山下浩司
ベートーヴェン／「ミサ・ソレムニス」ニ長調 作品123
仙台フィル特別演奏会「日本のオーケストラ音楽」展
指揮：高関健（仙台フィル レジデント・コンダクター） 合唱：NHK仙台少年少女合唱隊
（児童合唱）
武満徹／鳥は星形の庭に降りる
間宮芳生／児童合唱とオーケストラのためのコンポジション「子供の領分」
三善晃／交響三章

東京シティ・フィルハーモニック
管弦楽団

第333回定期演奏会
指揮：高関健 Ｐｆ：デジュー・ラーンキ
ブラームス／ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調
リヒャルト・シュトラウス／交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」
第338回定期演奏会
指揮：高関健 Sop：半田美和子
ベートーヴェン／交響曲 第2番 ニ長調
マーラー／交響曲 第10番 嬰ヘ長調 より第1楽章「アダージョ」
ベルク／歌劇「ヴォツェック」からの3つの断章

東京都交響楽団

第903回定期演奏会
指揮：山田和樹 合唱：東京混声合唱団*、武蔵野音楽大学* 児童合唱：東京少年
少女合唱隊**

2020年5月8日(金)
東京文化会館
大ホール

50

三善 晃／レクイエム（1971）*
三善 晃／詩篇（1979）*
三善 晃／響紋（1984）**

東京ニューシティ管弦楽団

第134回定期演奏会「ベートーヴェン生誕250年記念―古典への回帰―」
指揮：鈴木秀美
C.P.E.バッハ／シンフォニア ニ長調 Wq.183-1
ハイドン／交響曲 第92番 ト長調「オックスフォード」
ベートーヴェン／交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2020年11月14日(土)
東京芸術劇場

50

2020年11月20日(金)、21日（土）
サントリーホール

50

2020年5月13日（水）
サントリーホール

50

2020年6月9日（火）
サントリーホール

50

2020年11月21日（土）
横浜みなとみらいホール
大ホール

50

日本フィルハーモニー交響楽団 第725回東京定期演奏会
指揮：ピエタリ・インキネン（首席指揮者） Vn：ヴァディム・レーピン
グラズノフ／ヴァイオリン協奏曲
グバイドゥーリナ／ヴァイオリン協奏曲 第2番「今この時の中で」
ストラヴィンスキー／バレエ音楽「春の祭典」

読売日本交響楽団

第598回定期演奏会
指揮：鈴木優人 Tp：マティアス・ヘフス
シューベルト／交響曲 第4番「悲劇的」
ベーメ／トランペット協奏曲
ベリオ／レンダリング
第599回定期演奏会
指揮：シルヴァン・カンブルラン
ドビュッシー／遊戯
細川俊夫／瞑想-3月11日の津波の犠牲者に捧げるドビュッシー／イベリア（管弦楽のための「映像」から）
ヴァレーズ／アルカナ

神奈川フィルハーモニー
管弦楽団

For Future 「千人の交響曲」
指揮：川瀬賢太郎（神奈川フィル常任指揮者） Sop：半田美和子、原田幸子、森麻季
Alt：清水華澄、福原寿美枝 Ten：福井敬 Bar：調整中 Bas：妻屋秀和 合唱：慶應
義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団、洗足学園音楽大学、横浜少年少女合唱
団、神奈川フィル合唱団、公募合唱団 他
マーラー／交響曲 第8番 変ホ長調「千人の交響曲」

楽団名

セントラル愛知交響楽団

企画

開催日時・会場

助成額（万円）

2020年12月17日（木）
電気文化会館
ザ コンサートホール

50

2021年3月6日（土）
三井住友海上しらかわホール

50

「ハイドンのロンドン精神」シリーズVol.2
指揮：角田鋼亮
ゴセック／交響曲 ニ長調
ハイドン／交響曲 第95番 ハ短調
ハイドン／交響曲 第96番 ニ長調
第181回定期演奏会
指揮：角田鋼亮 Sop：鵜木絵里
アイヴズ／答えのない質問
バーバー／ノックスヴィル-1915の夏
マーラー／交響曲 第4番 ト長調

名古屋フィルハーモニー
交響楽団

第480回定期演奏会「荘厳」
＜生誕250年記念 トリビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
指揮：小泉和裕（名古屋フィル音楽監督） Sop：並河寿美 M.Sop：福原寿美枝 Ten： 2020年6月19日（金）、20日（土）
吉田浩之 Bar･Bas：山下浩司 合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コー 愛知県芸術劇場・コンサートホール
ラス部（指揮：近藤惠子）

50

ベートーヴェン／ミサ･ソレムニス ニ長調 作品123
第481回定期演奏会「田園」
＜生誕250年記念 トリビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
指揮：アントニ･ヴィット Pf：小菅優、居福健太郎 Perc：窪田健志（名古屋フィル首席
奏者)、ジョエル･ビードリッツキー（名古屋フィル首席奏者)

2020年7月10日（金）、11日（土）
愛知県芸術劇場・コンサートホール

50

2020年9月12日（土）、13日（日）
京都コンサートホール・大ホール

50

2020年4月10日(金)、11日(土)
フェスティバルホール

50

2020年9月25日(金)、26日(土)
フェスティバルホール

50

2020年10月29日（木）
ザ・シンフォニーホール

50

2021年3月26日（金）
ザ・シンフォニーホール

50

2020年9月25日（金）
ザ・シンフォニーホール

50

2020年11月12日（木）
ザ・シンフォニーホール

50

ヨン・レイフス／ベートーヴェンの主題によるパストラーレ変奏曲 作品8（日本初演）
バルトーク／2台のピアノと打楽器のための協奏曲
ベートーヴェン／交響曲 第6番 ヘ長調 作品68「田園」

京都市交響楽団
第649回定期演奏会
指揮：ジョン・アクセルロッド Sop：テオドラ・ゲオルギュー M.Sop：ウォリス・ジュンタ
合唱：京響コーラス
マーラー／交響曲 第2番 ハ短調「復活」

大阪フィルハーモニー
交響楽団

第537回定期演奏会
指揮：尾高忠明 Sop：並河寿美 Alt：清水華澄 Ten：吉田浩之 Bas：加藤宏隆
合唱：大阪フィルハーモニー合唱団
ベートーヴェン／ミサ・ソレムニス ニ長調 作品123
第541回定期演奏会
指揮：沼尻竜典 Alt：クリスタ・マイヤー Ten：シュテファン・ヴィンケ
武満徹／オーケストラのための「星・島」
三善晃／交響詩「連禱富士」
マーラー／交響曲「大地の歌」

関西フィルハーモニー
管弦楽団

第314回定期演奏会
～十度目のブルックナー、それはゼロの世界・・・名匠飯守、驚愕の一挙上演～
指揮：飯守泰次郎（関西フィル桂冠名誉指揮者）
ブルックナー／交響曲 第00番 ヘ短調
ブルックナー／交響曲 第0番 ニ短調
第317回定期演奏会
～念願のマエストロ・・・トルトゥリエが鮮やかに彩る《フレンチ・ヴィルトゥオジティ》～
指揮：ヤン・パスカル・トルトゥリエ
フランク／交響曲 ニ短調
ラヴェル／「ダフニスとクロエ」全曲（※Y.P.トルトゥリエによる合唱カット版）

日本センチュリー交響楽団

第248回定期演奏会
指揮：マックス・ポンマー Vn：神尾真由子
モーツァルト／バレエ音楽「イドメネオ」K.367
モーツァルト／ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218
ラウタヴァーラ／秋の庭
第250回定期演奏会
指揮：飯森範親 Sop:木下美穂子、石橋栄実 Ten:二塚直樹、松原友 Bar:町英和、
萩原寛明 Bas:松位浩
ベートーヴェン／歌劇「フィデリオ」作品72（演奏会形式）

計

1,100
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公益財団法人アフィニス文化財団

2020 年度 アフィニス文化財団

海外研修員

決定

公益財団法人アフィニス文化財団は、日本のプロ・オーケストラ全体の向上発展に資することを目的
とし、意欲ある楽団員が海外研修に取り組むことを支援しています。
本助成は、国内プロ・オーケストラの楽団員が海外で研鑽を積み、帰国後にその成果を所属楽団に
フィードバックすることを狙いとします。
多数のご応募の中から、厳正な選考の結果、2020 年度海外研修員は下記 1 名に決定いたしました。
また、楽団及び楽団員のみなさまがより一層、海外研修に取り組み易い枠組みとするため、海外研修
員が所属する楽団に対しても助成（楽団奨励金）を行っています。

■

2020 年度 海外研修員（1 名）

本山

耀佑

（コントラバス／東京都交響楽団）

師事者：ドリン･マルク（ニュルンベルク音楽大学･教授）
研修都市：ニュルンベルク（ドイツ）
助成金：300 万円
楽団奨励金：50 万円
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アフィニス夏の音楽祭 2020 長岡（第 32 回）

概要

「アフィニス夏の音楽祭」は、日本各地のプロオーケストラ・メンバーと世界のオーケストラの首席
奏者らが集まり、約一週間にわたり集中的に室内楽の名曲に取り組む、日本で唯一のプロフェッショナ
ル・プレイヤーによるセミナー音楽祭です。1989 年、長野県飯田市に始まり、2009 年から 2018 年には
広島・山形で交互開催、そして 2019 年から新潟県長岡市で開催しています。
今年 2020 年も、引き続き新潟県長岡市を舞台に、オタワ・ナショナルアーツセンター管弦楽団でコン
サートマスターを務める川崎洋介氏を音楽監督に迎え、室内楽に集中した音楽祭を予定しています。ま
た、開催地長岡の市民のみなさまに親しんでいただけるよう、地元に根ざしたユニークな「音楽交流プ
ログラム」を企画しています。
今年のテーマ“Beethoven 250! ～彼が遺した室内楽～”に沿って設定された課題曲は「室内楽セミナー」
としてリハーサルを公開しております。演奏会のチケットをお持ちの方はセミナーを聴講することができま
す。

■

アフィニス夏の音楽祭 2020 長岡

《テーマ“Beethoven 250! ～彼が遺した室内楽～”》
～海外のトップ・プレイヤーと日本のプロオーケストラ・メンバーが創る豊かな音の世界～
日程：2020 年 8 月 16 日（日）～23 日（日）

／

会場：長岡リリックホール

他

音楽監督：川崎洋介（オタワ・ナショナルアーツセンター管弦楽団コンサートマスター）

招聘演奏家

音楽監督・ヴァイオリン

ヴァイオリン

ヴィオラ

チェロ

オーボエ

川崎 洋介

ヘンリック・ホッホシルト

ポール・ペシュティ

ヴォルフラム・ケッセル

ヘンリック･ヴァールグレン

コンサートマスター

南西ドイツ放送響
ソロ・ヴィオラ

アメリカ弦楽四重奏団

コンサートマスター

ソロ・オーボエ

クラリネット

ファゴット

ホルン

ピアノ

インヒュク・チョウ

ハンノ・デネヴェーク

ジュリア・パイラント

ヴァディム・セレブリャーニー

メトロポリタン歌劇場管
首席

南西ドイツ放送響
ソロ・ファゴット

メトロポリタン歌劇場管
副首席

イサカ大学・助教授

記者発表

2020 年 5 月 21 日（木）14:00

予定

会場：長岡リリックホール

／

同日チケット発売開始

当日は、国内プロオーケストラ・メンバーの決定他、更新情報をお知らせいたします。またあわせてチケット発売開始、
「アフィニス夏の音楽祭 2020 長岡 」特設サイトもオープン予定です。

☞アフィニス夏の音楽祭（特設サイト）
http://www.affinis.or.jp/summer_j/index
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2019 年度 アフィニス アンサンブル セレクション 報告
公益財団法人アフィニス文化財団では、「アフィニス アンサンブル セレクション」（以下、AES）と
して、国内プロ・オーケストラの楽団員による室内楽への取り組みを支援しています。
昨年度からは、公募した企画を出演者と当財団が共同で作り上げ、当財団主催の公演として JT アート
ホール アフィニスで開催しています。
2019 年度は、AES リニューアル記念公演として、「アフィニス夏の音楽祭 2019 長岡」の音楽監督・川
崎洋介氏と音楽祭メンバーによる室内楽の特別公演を行ったほか、2020 年 1 月 23 日（木）に「Concert A
～仙台フィル＆山響のメンバーが描くシューベルトの世界～」を開催しました。
1 月の演奏会では、仙台フィルハーモニー管弦楽団の小山あずささん(Vn)、吉岡知広さん(Vc)、山形交
響楽団の平澤海里さん(Vn)、山中保人さん(Va)、久良木夏海さん(Vc)さんが、シューベルトの大作 2 曲
を演奏し、若々しく情熱溢れる演奏を披露しました。
《演奏会の様子》

🄫🄫Michi

■2020 年度最初の AES として、以下の公演を開催いたします。
アフィニス アンサンブル セレクション
Ambition String Quartet ～音の会話から生まれる温もりのハーモニー～
日時：2020 年 5 月 13 日（水） 開演 19:00（会場 18:30）
会場：JT アートホール アフィニス
出演：Ambition String Quartet
吉岡 麻貴子（ヴァイオリン／東京都交響楽団）
大和 加奈（ヴァイオリン／東京都交響楽団）
村田 恵子（ヴィオラ／東京都交響楽団）
江口 心一（チェロ／東京都交響楽団）

Ambition String Quartet

曲目:ベートーヴェン／弦楽四重奏曲第 12 番 変ホ長調 作品 127 他
案内役: 野平 多美（案内役／作曲家・音楽評論家・当財団理事）

