
公　 演 開演時間 S席 A席 B席 C席 D席■入場料
（消費税込）

SS席

2012年5月21日（月）
NHKプロモーション
http://www.nhk-p.co.jp/concert/〈インターネット受付〉
＊インターネット受付のみ座席選択可
03-3468-7736〈電話予約〉（平日 10:00～17:00）

Ｎ響ガイド
03-3465-1780〈電話予約〉（平日 10：00～18：00）

e+（イープラス）
http://eplus.jp/nhk/〈インターネット・携帯受付〉
＊インターネット受付のみ座席選択可

チケットぴあ（Pコード 163-566）
http://pia.jp/t/nhkfes/〈インターネット・携帯受付〉
＊インターネット受付のみ座席選択可
＊発売初日特別電話予約　5月21日（月）のみ
0570-02-9910〈音声応答電話予約〉（10：00～23：59）
0570-02-9996〈オペレーター受付〉（10：00～18：00）
＊5月22日（火）以降の通常電話予約
0570-02-9999〈音声応答電話予約〉（無休）

ローソンチケット（Lコード 39715）
http://l-tike.com/nhkf/〈インターネット・携帯受付〉
＊インターネット受付のみ座席選択可
＊発売初日特別電話予約　5月21日（月）のみ
0570-084-632〈音声応答電話予約〉（10：00～23：59）
0570-084-647〈オペレーター受付〉（10：00～15：00）
＊5月22日（火）以降の通常電話予約
0570-084-003〈音声応答電話予約〉（無休）
0570-000-407〈オペレーター受付〉（10：00～20：00）

前売所

割引チケットのご案内（SS席～B席対象）
同時に2公演以上をお申込みいただいた場合に、料金が割引になるお得な「チョイス
チケット」をご用意いたしました。取り扱いは、NHKプロモーションの「インターネット
受付」「電話予約」のみです。詳しくは、NHKプロモーションまでお問い合わせください。

●山手線原宿駅から徒歩１０分。表参道改札口から出た先に、案内板があります。
　明治神宮に沿って代々木競技場方向へ進んだ左前方です。
●渋谷駅から徒歩１５分。ハチ公口で降り西武デパート方向へ進み、
　丸井前のＴ字路を左に曲がり、緩い坂道（公園通り）を上りきった突き当たりです。
●バスを利用する場合は、渋谷駅からＮＨＫホールと同じ敷地内にある
　「ＮＨＫスタジオパーク」行き直行便があります。バス乗り場は、
　渋谷駅ハチ公向かいの「渋谷マークシティ」前、２番乗り場です。
●ＮＨＫホールには駐車場はありません。
　渋谷区役所前公共駐車場（03-5458-8801）をご利用ください。

託児所をご用意いたします（有料）。ご希望の方は各公演の2週間前までに、
ＮＨＫプロモーション音楽祭係までお申込みください。（先着20人）

　　ハローダイヤル  TEL.03‐5777‐8600 /   8：00～22：00（無休）

※公演中止の場合を除き、チケットのお申込み・ご購入後の変更、キャンセル、払い戻しはできませんので、あらかじめご了承ください。
※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目、開演時間等に変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。
※ネットオークション等での営利目的による転売はお断りします。

●お問い合わせ●

音楽祭係  TEL.03-3468‐7736 / 10：00～17：00（平日）　http://www.nhk-p.co.jp/concert/

10:00　
 発売開始

※毎週火・水２：３０～５：３０は
システムメンテナンスのため受付休止

公演日

ドレスデン国立管弦楽団　

ＮＨＫ交響楽団

マリインスキー劇場管弦楽団
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渋谷公会堂

「チョイス3チケット」
3公演すべての公演をチョイスすると、10％割引

「チョイス2チケット」
3公演のうち2公演をチョイスすると、   5％割引
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─輝ける音楽界の至宝─

10月22日（月）　
ドレスデン国立管弦楽団
クリスティアン・ティーレマン指揮  
ブラームス／交響曲 第3番、第1番

10月29日（月）　
ＮＨＫ交響楽団 　　　
ロリン・マゼール指揮
アリス・紗良・オット（ピアノ）
ベートーベン／序曲「レオノーレ」 第３番
グリーグ／ピアノ協奏曲
チャイコフスキー／交響曲 第４番　

11月15日（木）　
マリインスキー劇場管弦楽団
ワレリー・ゲルギエフ指揮
レオニダス・カヴァコス（バイオリン）
メシアン／キリストの昇天
プロコフィエフ／交響曲 第５番 ほか
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2012年5月21日（月）発売開始
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世界のマエストロ



2012年11月15日（木）18：00開場 19：00開演

ドレスデン国立管弦楽団 
クリスティアン・ティーレマン（指揮）
■曲 目　ブラームス／交響曲 第3番 ヘ長調
　　　　　　　　　　  交響曲 第1番 ハ短調

ＮＨＫ交響楽団
ロリン・マゼール（指揮） 　　 
アリス・紗良・オット（ピアノ）
■曲 目　ベートーベン／序曲「レオノーレ」 第３番 ハ長調
　　　　 グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調
             チャイコフスキー／交響曲 第４番 ヘ短調

マリインスキー劇場管弦楽団
ワレリー・ゲルギエフ（指揮） 　　 
レオニダス・カヴァコス（バイオリン）
■曲 目　メシアン／キリストの昇天
　　　　 プロコフィエフ／交響曲 第５番 変ロ長調
            　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

音楽界を席巻する若き巨匠の剛毅なブラームス

半世紀にわたり楽壇に君臨する巨匠とＮ響の初顔合わせ

今日の楽界をリードする巨匠が放つ輝かしいオーラ

■クリスティアン・ティーレマン 
1959年、ベルリン生まれ。88年、ニュルンベルク歌劇場の音楽監督に
就任。1997～2004年、ベルリン・ドイツ・オペラの音楽総監督を務める。
2000年、バイロイト音楽祭にデビューし、06年には「ニーベルングの指輪」
を指揮して大成功を収める。04年、ミュンヘン・フィルの音楽監督に就任。
バイロイトやベルリンにおけるワーグナー、リヒャルト・シュトラウスのオペラ
解釈で高い評価を得ている。ベルリン・フィル、ウィーン・フィル、ロイヤル・
コンセルトヘボウ管、フィルハーモニア管、ニューヨーク・フィル、シカゴ響等
のオーケストラ、および名だたるオペラ・ハウスに客演。12/13シーズンから、
ドレスデン国立管弦楽団の首席指揮者に就任予定。

■ワレリー・ゲルギエフ 
1953年、モスクワ生まれ。77年、キーロフ劇場（現マリインスキー劇場）で
デビュー。88年、同劇場の芸術監督に任命され、ロシア・オペラの積極的な
上演で同劇場を世界中が注目する一流歌劇場に発展させた。ロッテルダム・
フィル首席指揮者、メトロポリタン歌劇場首席客演指揮者などを務め、サンク
トペテルブルク「白夜の星」音楽祭、イスラエルの紅海国際音楽祭、コーカサ
ス平和音楽祭など数々の国際音楽祭を創設。ウィーン・フィル、ニューヨーク・ 
フィル、ロンドン・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウ管、Ｎ響をはじめ世界の
オーケストラに客演するとともに、マリインスキー劇場とともに世界各地で公演
を行っている。07年よりロンドン響首席指揮者。

■ロリン・マゼール 
1930年、パリでアメリカ人2世として生まれ、5歳でバイオリンを、7歳で指揮
のレッスンを始める。15歳までにアメリカのほとんどのオーケストラを指揮する
神童ぶりを発揮。53年マッシモ歌劇場でヨーロッパ・デビュー。60年にアメ
リカ人初の指揮者としてバイロイト音楽祭に登場、63年にはザルツブルク
音楽祭にデビューを果たした。これまでに就いたポストには、ベルリン・ドイツ・
オペラ芸術監督、ウィーン国立歌劇場総監督、およびクリーブランド管、ピッツ
バーグ響、バイエルン放送響の各音楽監督がある。7年にわたるニューヨーク・
フィルの音楽監督を経て、2012年9月、ミュンヘン・フィルの第10代音楽監督
に就任する。

■アリス・紗良・オット 
ドイツ人と日本人の両親のもと、ミュンヘンに生まれる。13歳
のとき、浜松国際ピアノアカデミーコンクールでモスト・プロ
ミッシング・アーティスト賞を受賞。その2年後には、イタリア
のシルヴィオ・ベンガーリ国際ピアノ・コンクールで最年少の
最優秀賞に輝いた。2000年よりザルツブルクのモーツァル
テウム音楽院で学ぶ。現在、ミュンヘン在住。 ■レオニダス・カヴァコス 

1985年のシベリウス国際コンクール、88年のパガニーニ国際コンクール
に優勝。これまでにマリインスキー劇場管、ベルリン・フィル、ロイヤル・
コンセルトヘボウ管、ニューヨーク・フィルなどと共演している。指揮者とし
ても高く評価され、2007年にカメラータ・ザルツブルクの音楽監督に
就任。使用楽器は、1724年製ストラディバリウス“Abergavenny”。

■ドレスデン国立管弦楽団
2008年に創設460周年を迎えた伝統あるオーケストラ。ウェーバー、ワーグナー等の大作曲家も音楽監督を務め、ライ
ナー、ベーム、スウィトナー、ブロムシュテット、シノーポリ、ハイティンクといった錚々たる指揮者たちが首席指揮者を務めた。
また、この歌劇場と密接な関係にあったリヒャルト・シュトラウスのオペラのうち、「サロメ」「ばらの騎士」など９作品がこの
劇場で初演され、「アルプス交響曲」は国立管弦楽団に献呈されている。今日では年間50回の交響曲・室内楽演奏会に
加え、260回のオペラおよびバレエ公演を国立歌劇場で行っている。2007～10年、ファビオ・ルイージが音楽監督を務め、
12年にティーレマンが首席指揮者に就任する。

■ＮＨＫ交響楽団
 1926年にプロ・オーケストラとして結成された新交響楽団が、51年にNHK交響楽団と改称。この間、ドイツからローゼンス
トックを専任指揮者として迎え、日本を代表するオーケストラとしての基礎を築いた。今日に至るまで、カラヤン、アンセルメ、
カイルベルト、マタチッチなど世界一流の指揮者を次々と招聘し、歴史的名演を残している。近年は、年間54回の定期
公演をはじめ、全国各地でおよそ120回の演奏活動を行っている。その演奏は、NHKのテレビ、FM放送で全国に放送さ
れるとともに、国際放送を通じて欧米やアジアにも紹介されている。また、1960年以来の定期的な外国公演、委嘱作品の
充実、CD録音など、その活動と演奏は国際的にも高い評価を得ている。

■マリインスキー劇場管弦楽団
ピョートル大帝の治世のもと、18世紀に創設。ロシアで最も古い音楽団体として、由緒ある歴史を誇る。マリインスキー
劇場は、19～20世紀の名作オペラやバレエが多数生まれた場所であり、ボロディン「イーゴリ公」、ムソルグスキー「ボリス・
ゴドノフ」、チャイコフスキー「くるみ割り人形」「眠りの森の美女」のほか、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ等がオペラ
やバレエの初演を行った。キーロフ・オペラと改名され、ムラヴィンスキーとテミルカノフの指揮のもとで高い芸術的水準を
維持していたソ連時代を経て、1988年、ワレリー・ゲルギエフを芸術監督に選出。ゲルギエフのもと、オペラやバレエだけ
でなく、オーケストラも世界中で継続的なツアー活動を行っている。

2012年10月22日（月）18：00開場 19：00開演

2012年10月29日（月）18：00開場 19：00開演 奥田佳道（音楽評論家）
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。
演奏とあわせてお楽しみください。
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世界のマエストロ
─輝ける音楽界の至宝─

１０回目となる今年の「ＮＨＫ音楽祭」は「指揮者」をテーマに取り上げます。
圧倒的なカリスマ性と強烈な個性で聴衆を魅了し“巨匠”と呼ばれる
世界的な指揮者と一流オーケストラによる演奏をお楽しみください。

＊演奏曲目については決まり次第ホームページで発表します。
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� Kiyotaka.Saito / DG

� Alexander Shapunov

� Yannis Bournias

� V.Baranovsky� Matthias Creutziger

プレトーク  
18：30~18：45


