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２０２２（令和４）年５月３０日
公益財団法人アフィニス文化財団

アフィニス夏の音楽祭 2022 Nagaoka -The 34th Affinis Music Festival～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～
2022 年 8 月 21 日（日）～28 日（日）
会場：長岡リリックホール
～

「アフィニス夏の音楽祭」とは ～

「アフィニス夏の音楽祭」は、日本のプロオーケストラ・メンバーと世界の名門オーケストラの首
席奏者らが集まり、室内楽の名曲に取り組む、日本で唯一の音楽祭です。国内外から集まったプロ
の演奏家が意見を交換しながら音楽を創り上げていく過程が公開され、聴講することができます。4
日にわたり集中して練り上げた室内楽の傑作を、
「室内楽演奏会」と「あいうえ音楽会」で皆様にお
届けいたします。
～

テーマ“Forward！前進！” ～

2022 年のテーマ「Forward！前進！」が表すとおり、室内楽の傑作に加え日本初演の 3 曲、そし
て演奏機会の少ない声楽付きの名曲、ラヴェルの「ステファヌ・マラルメの 3 つの詩」
（器楽版）に
チャレンジします。3 年ぶりの“再会”そして演奏家の熱意に刮目ください。
「公開セミナー」とし
てこれらの曲のリハーサルも聴講可能です。演奏家のやりとりやひとつのリハーサルで音楽が変化
する様子を間近でご覧いただくことができます。
「公開セミナー」には楽器別のワークショップもあ
り、今年はピアノクラスも開講します。
～

長岡ならではの音楽交流プログラム ～

開催地実行委員会と協働して企画される「音楽交流プログラム」。小さなお子様から大人の方まで
長岡リリックホールのホワイエでお楽しみいただける「オープンハウス」は、音楽や楽曲にまつわ
る他のカルチャーや学びを巻き込んだ、開かれたプログラムです。川崎音楽監督が企画する体験型
のファミリーコンサート「あいうえ音楽会」では、小中学生にも本格的な“音楽の楽しみ”を体験い
ただける内容となっています。また、
「ボレロプロジェクト」では、リアル×ヴァーチャルのコラボ
レーション企画として、上越教育大学吹奏楽団が映像のスネアドラムとの共演に挑戦します。

アフィニス文化財団公式
YouTube チャンネル

アフィニス夏の音楽祭
スペシャルサイト

音楽監督・川崎洋介氏のメッセージ動画を

出演者情報を随時更新します！

本日公開します！

公式 Facebook でもご案内します。

お問い合わせ

公益財団法人アフィニス文化財団
電話：03-5797-7135
アフィニス夏の音楽祭長岡実行委員会事務局 電話：0258-29-7715

2

招聘演奏家（7 名）
音楽監督/ヴァイオリン

ヴァイオリン

川崎 洋介 Yosuke Kawasaki
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

ヘンリック・ホッホシルト

Henrik Hochschild

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 コンサートマスター

ポール・ペシュティ Paul Pesthy

ヴィオラ

南西ドイツ放送交響楽団

ソロ・ヴィオラ

ヴォルフラム・ケッセル Wolfram Koessel

チェロ

アメリカ弦楽四重奏団

フルート

クラリネット

ジョアンナ・グフレエール

Joanna G’froerer

ナショナルアーツセンター管弦楽団

首席

インヒュク・チョウ Inn-Hyuck Cho
メトロポリタン歌劇場管弦楽団 首席

ヴァディム・セレブリャーニー Vadim Serebryany

ピアノ

イサカカレッジ 准教授

川崎洋介

ヘンリック・ホッホシルト

ジョアンナ・グフレエール

ポール・ペシュティ

インヒュク・チョウ

ゲスト（1 名）
メゾ・ソプラノ

林 美智子 Michiko Hayashi

ヴォルフラム・ケッセル

ヴァディム・セレブリャーニー
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参加者（25 名・15 楽団）
ヴァイオリン（11 名）
小山 あずさ
仙台フィルハーモニー管弦楽団

チェロ（5 名）
中 実穂

伊東 翔太
蔭井 清夏

東京都交響楽団

久保田 佑里
岩橋 綾

兵庫芸術文化センター管弦楽団

伊藤 瑳紀
木下 晶人

大阪交響楽団

原 悠一
田辺 清士

中部フィルハーモニー管弦楽団

柏山 七海
中屋 響

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

コントラバス（1 名）

岩下 恵美

広島交響楽団

下川 朗

川畑 美津代

広島交響楽団

柳

広島交響楽団

フルート（1 名）

客演経験者

満丸 彬人

東京都交響楽団

大阪交響楽団

響麗

西村 萌玖夢
ヴィオラ（6 名）

NHK 交響楽団

広島交響楽団

長崎 OMURA 室内合奏団

札幌交響楽団

名古屋フィルハーモニー交響楽団

クラリネット（1 名）

櫨本 朱音
御供 和江

札幌交響楽団

中村 詩子
橋本 歩

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

青野 亜紀乃
阿部 哲

広島交響楽団

照沼 夢輝

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

兵庫芸術文化センター管弦楽団

藝大フィルハーモニア管弦楽団

公開セミナー＆ワークショップ（コンサートホール・シアター・スタジオ

ほか）

世界で活躍する音楽家と日本のプロオーケストラ・メンバーのリハーサルを一般公開します。
演奏会チケットをお持ちの方は公開セミナーを自由に聴講できます。
セミナー・ワークショップのみの聴講の場合には、セミナー聴講券もご用意しています。
※

一部非公開。セミナーの時間・内容が変更となる場合がありますので予めご了承ください。

※

複数のクラスが同時進行します。各クラスの会場は受付でご案内いたします。

○ 室内楽・弦楽合奏
<課題曲>

8 月 22 日（月）～25 日（木）10:00 または 10:30 開始

① シューマン／ピアノ五重奏曲 変ホ長調 op. 44
②
③

メンデルスゾーン／弦楽八重奏曲 変ホ長調 op. 20

④
⑤

J. タワー／ライジング 《日本初演》

⑥
⑦

M. ベイツ／ライフ・オブ・バーズ

⑧
⑨

J. モンゴメリー／ストラム 《日本初演》

S. コールリッジ=テイラー／クラリネット五重奏曲 嬰ヘ短調 op. 10
ブラームス／弦楽五重奏曲 第 2 番 ト長調 op. 111
《日本初演》

ラヴェル／ステファヌ・マラルメの 3 つの詩
ニールセン／小組曲 op. 1
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○ ワークショップ（楽器別セミナー）
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ピアノのクラスが開講されます。グループレッスンやマスタ
ークラスなどのスタイルで、その楽器特有の内容に取り組む様子を聴講することができます。
各テーマ等の詳細は追ってお知らせいたします。
<開講クラス> 8 月 22 日（月）16:30～18:00
［ヴァイオリン］川崎洋介
［チェロ］ヴォルフラム・ケッセル
［ピアノ］ヴァディム・セレブリャーニー

8 月 24 日（水）17:30～19:00
［ヴァイオリン］ヘンリック･ホッホシルト
［ヴィオラ］ポール・ペシュティ

室内楽演奏会（コンサートホール）
○ 室内楽演奏会［１］
8 月 26 日（金） 19:00 開演（18:30 開場）
S. コールリッジ=テイラー／クラリネット五重奏曲 嬰ヘ短調 op. 10
J. タワー／ライジング

《日本初演》

ラヴェル／ステファヌ・マラルメの 3 つの詩
メンデルスゾーン／弦楽八重奏曲 変ホ長調 op. 20

○ 室内楽演奏会［２］
8 月 27 日（土） 15:00 開演（14:30 開場）
M. ベイツ／ライフ・オブ・バーズ

《日本初演》

ブラームス／弦楽五重奏曲 第 2 番 ト長調 op. 111
シューマン／ピアノ五重奏曲 変ホ長調 op. 44

～プロムナードコンサート～ 室内楽演奏会の前に（入場無料）
室内楽演奏会に行ってみたいけれど、初めてで・・・というお客様にもおすすめ。出演者のトーク付きで、短い時間
で室内楽の傑作をお届けします。その後コンサートホールに移動して、室内楽演奏会もお聴きいただけます。

8 月 27 日（土）14:00（13:30 開場）
【室内楽演奏会［２］の前】

第 1 スタジオ

シューマン／リーダークライス op. 39 より 第 5 曲「月の夜」
J. マーロック／アサイラム 《日本初演》
ベートーヴェン／遥かなる恋人に寄す op. 98
シューマン／幻想曲 op. 17 より 第 1 楽章

※

各公演の出演者等の最新情報はスペシャルサイトで随時お知らせいたします。

※

曲目・出演者等は都合により変更となる場合があります。
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オープニングセレモニー＆コンサート（コンサートホール／事前申込）
音楽祭の開幕を祝うセレモニー＆コンサート。長岡少年少女合唱団によるコンサートと悠久太鼓、
長岡花火が見どころです。
8 月 21 日（日）17:30～19:15
<式典>

実行委員長、川崎音楽監督からのご挨拶、音楽祭参加メンバーのご紹介

<コンサート出演>

長岡少年少女合唱団

ホワイエコンサート（ホワイエ／事前申込）
地元の音楽家たちがお贈りするランチタイムのミニコンサートです。
8 月 22 日（月）13:00～13:30

［ピアノ連弾］永井典子・小黒朝子

8 月 23 日（火）13:00～13:30

［筝］池田聡子

8 月 24 日（水）13:00～13:30

［ソプラノ］佐藤晶子［ピアノ］金子陽子

オープンハウス＆あいうえ音楽会（コンサートホール・ホワイエ ほか）
音楽祭メンバーからの“音楽の贈り物”
、遊びと学びがホールにあふれる一日です。
8 月 28 日（日）
○ オープンハウス（入場無料） 10:00～13:30
音の科学実験や、チェロの演奏付き朗読会など、親子で楽しめる楽しいブースが並びます。


音の科学実験



音楽と朗読会（セロ弾きのゴーシュ）



長岡交響楽団＆VOX ORATTA コンサート

○ あいうえ音楽会（事前申込・要整理券） 14:00 開演（13:30 開場）
本格的な曲も演奏家が楽しく解説！みんなで観て、聴いて、体験するファミリーコンサート
です。
<出演>

※

未就学児のお子様もご入場いただけます。

アフィニス夏の音楽祭メンバー
J. モンゴメリー／ストラム 《日本初演》
ニールセン／小組曲 op. 1
M. ベイツ／ライフ・オブ・バーズ

《日本初演》

ラヴェル／ステファヌ・マラルメの 3 つの詩

Photo: K. Miura
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管楽器クリニック（コンサートホール）
Day 1 ボレロプロジェクト（事前申込）
スネアドラムの映像と生演奏のコラボレーションで、ラヴェル作曲「ボレロ」に挑戦します。
8 月 22 日（月）18:30～19:30
<講師> ［フルート］ジョアンナ・グフレエール
［クラリネット］インヒュク・チョウ
<出演>

上越教育大学吹奏楽団

<映像出演>

Day 2

他、アフィニス夏の音楽祭メンバー

目等貴士（東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団）

フルート＆クラリネット・クリニック

長岡市内の中学生、高校生を対象に、音楽祭メンバーによるフルートとクラリネットのクラス
を開講します。
8 月 23 日（火）16:30～18:00

※ 関係者のみのイベントです。ご取材の際には事前にお知らせください。

出張コンサート（長岡市立高等総合支援学校）
音楽祭メンバーが学校を訪問し、演奏と交流のひとときを過ごします。
8 月 26 日（金）

※ 関係者のみのイベントです。ご取材の際には事前にお知らせください。

プレイベント（シアター ほか）
⑴

アフィニス夏の音楽祭を楽しむための音楽講座（事前申込）

演奏を交えながら、クラシックの魅力を紹介する初めての方でも楽しめる講座です。
8 月 7 日（日）14:00～15:30
<講師>

玉村恭（上越教育大学大学院

准教授）

<出演> ［ピアノ］梅津幹子、浅野加歩理

⑵

議場コンサート（事前申込・抽選）

会場：アオーレ長岡 西棟 長岡市議会議場

現地の弦楽器奏者の演奏を、アオーレ長岡内・議場でお聴きいただける特別なコンサートです。
8 月 11 日（木祝）14:00～14:40
<出演> ［弦楽四重奏］アンサンブル・オビリー
［ヴァイオリン］後藤苺瑚

Photo: K. Miura
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デザイン画について
「アフィニス夏の音楽祭 2022 Nagaoka」のイメージは、
長岡市立高等総合支援学校の協力のもと、同校の生徒作品か
ら選ばれました。

か ねこだ いき

作：金子大綺さん

チケット

≪チケット発売開始

2022 年 5 月 30 日（月）≫

セミナー聴講券（8/22～8/25 期間中有効）［セミナー・ワークショップのみ聴講の場合］
500 円*
室内楽演奏会[１]、室内楽演奏会[２]（全席自由）
［セミナー・ワークショップの聴講可］
一般／2500 円
学生（24 歳までの方）／1000 円*
室内楽演奏会［1］と［2］のセット券／4000 円*
* セミナー聴講券・学生券・室内楽演奏会セット券は長岡リリックホールのみのお取り扱いとなります。

音楽交流プログラム 無料（事前申込制または整理券）
・オープニングセレモニー＆コンサート
・ホワイエコンサート（セミナー聴講券または室内楽演奏会のチケットをお持ちの方）
・ボレロプロジェクト
・あいうえ音楽会
・プレイベント
音楽交流プログラムのお申込みにつきましては、下記ウェブサイトにて、
6 月 24 日（金）より応募方法をご案内いたします。
（公財）長岡市芸術文化振興財団

https://www.nagaoka-caf.or.jp/

チケットのお求め
長岡リリックホール

TEL 0258-29-7715

長岡市立劇場
チケットぴあ

TEL 0258-33-2211
http://t.pia.jp/
室内楽演奏会［１］
（Ｐコード：217-663） 室内楽演奏会［２］
（Ｐコード：217-665）

イープラス

https://eplus.jp/
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主催等
《アフィニス夏の音楽祭 2022 Nagaoka》
主

催 公益財団法人アフィニス文化財団、アフィニス夏の音楽祭長岡実行委員会

協

賛 JT、株式会社 INPEX、公益財団法人長岡市米百俵財団、岩塚製菓株式会社、朝日酒造株式
会社、新潟照明技研株式会社、新潟高周波工業株式会社、一般財団法人長岡花火財団（8/21
レセプション花火）

協

力 公益社団法人日本オーケストラ連盟、長岡市立高等総合支援学校、国立大学法人上越教育
大学、中越華道会、公益財団法人長岡市国際交流協会

後

援 文化庁、ドイツ連邦共和国大使館、アメリカ合衆国大使館、カナダ大使館、駐日韓国大使館
韓国文化院、新潟県教育委員会、長岡市教育委員会、公益財団法人新潟県文化振興財団、新
潟県吹奏楽連盟、一般社団法人長岡観光コンベンション協会、長岡新聞社、栃尾タイムス
社、NHK 新潟放送局、BSN 新潟放送、NST 新潟総合テレビ、TeNY テレビ新潟、UX 新
潟テレビ 21、NCT、FM 新潟 77.5、FM ながおか 80.7

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、国内のプロオーケストラへの支援を通じて、音楽文化の発展を願い、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して研鑽機会の提供（アフィニス夏の音楽祭など）
・国内の芸術文化活動に関する調査研究

公式ウェブサイト

財団 Facebook

