
平成２７年度  広島交響楽団  主催公演一覧  ２０１５.４〜２０１６.３

会場：広島文化学園HBGホール

第３４８回

4月17日(金)

18:45

第３４９回

5月22日(金)

18:45

第３５０回

6月12日(金)

18:45

第３５１回

7月24日(金)

18:45

第３５２回
プレミアム定期

9月15日(火)

18:45

第３５３回

10月30日(金)

18:45

第３５４回

11月10日(火)

18:45

第３５５回
特別定期

12月15日（火）
12月16日（水）

18:45

第３５６回

1月24日(日)

15:00

第３５７回

2月19日(金)

18:45

第３５８回

3月11日(金)

18:45

平和の夕べ

定期演奏会  ＜被爆７０年  HIROSHIMA  ２０１５＞
〜平和と希望への祈り〜  ベートーヴェンの音楽と共に

指揮 秋⼭山和慶
ソプラノ 安藤赴美⼦子　アルト 藤井美雪

テノール ⾼高橋淳（兼  合唱指揮）
バリトン トーマス・バウアー
合唱 ひろしま特別合唱団

  〜友よ、平和を〜
　マーラー：さすらう若人の歌（バリトン）
　ベートーヴェン：交響曲第９番ニ短調  Op.125「合唱」

指揮 ジョセフ・ウォルフ

ヴァイオリン 川崎洋介

  〜幸福と感謝〜
　モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」K.492～序曲
　ブルッフ：スコットランド幻想曲  Op.46
　ベートーヴェン：交響曲第６番ヘ長調  Op.68「田園」

指揮 秋⼭山和慶

ヴァイオリン 諏訪内晶⼦子

  〜格別な一夜  Premium  Night〜
　モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527～序曲
　モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第５番イ長調  K.219「トルコ風」
　ベートーヴェン：交響曲第７番イ長調  Op.92

指揮 アラン・ブリバエフ

チェロ マーティン・スタンツェライト*
ヴィオラ 安保恵⿇麻*

  〜夢と希望〜
　ベートーヴェン：交響曲第２番ニ長調  Op.36
　R.シュトラウス：交響詩「ドン・キホーテ」Op.35*

ヴァイオリンソロ＆コンサートマスター

フォルクハルト・シュトイデ

  〜ウィーンフィル・コンサートマスター、シュトイデ〈運命〉の再会〜
　モーツァルト：歌劇「魔笛」K.620～序曲
　メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲ホ短調  Op.64
　ベートーヴェン：交響曲第５番ハ短調  Op.67「運命」

指揮 ⼤大植英次

ヴァイオリン 佐久間聡⼀一

  被曝７０年特別定期  〜All  for  PEACE  〜
　モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第３番ト長調  K.216
　マーラー：交響曲第５番  嬰ハ短調

指揮 秋⼭山和慶

ソリスト 調整中

  〜Music  for  Peace  世界に平和を！〜
　 ヒンデミット生誕120周年

　ヒンデミット：交響曲「世界の調和」  ほか

指揮 秋⼭山和慶
  2015シーズン開幕　〜平和への序章〜
　ベートーヴェン：序曲「レオノーレ」第３番  Op.72a
　ベートーヴェン：交響曲第４番  変ロ長調  Op.60
　プロコフィエフ：歌劇「戦争と平和」Op.91からの交響組曲（パーマー編曲）

指揮 ラン・シュイ

ヴィオラ リチャード・ヨンジェ・オニール*

  〜大いなる音楽は世界を結ぶ〜
　ベートーヴェン：交響曲第１番ハ長調  Op.21
　ベルリオーズ：交響曲「イタリアのハロルド」Op.16*

指揮 ユベール・スダーン

ピアノ 佐藤卓史

  〜祈りに導かれ〜
　ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第５番  変ホ長調  Op.73「皇帝」
　シューマン：交響曲第２番ハ長調  Op.61（マーラー版）

８月５日（水）  18:45
HBGホール

８月１１日（火）  19:00
サントリーホール

指揮 ⾼高関  健
  〜私たちは忘れない〜　※広島市被爆70周年記念事業

　ベートーヴェン：「献堂式」序曲ハ長調  Op.124
　糀場富美子：摂氏4000度からの未来
　ショスタコーヴィチ：交響曲第10番ホ短調  Op.93

指揮 アンドリス・ポーガ

ピアノ ミシェル・ダルベルト

  〜祈り、不死鳥の如く〜
　ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第４番ト長調  Op.58
　プロコフィエフ：交響曲第１番ニ長調  Op.25「古典交響曲」
　ストラヴィンスキー：バレエ「火の鳥」組曲（1919）



秋山和慶のディスカバリーシリーズ　＜シベリウス生誕１５０周年シンフォニー全曲シリーズ＞

Ⅰ

アステールプラザ

6月5日(金)

18:45

Ⅱ
アステールプラザ

10月2日(金)

18:45

Ⅲ
アステールプラザ

11月27日(金)

18:45

Ⅳ
アステールプラザ

2月26日(金)

18:45

音楽の花束  ＜春・秋・冬＞ 広響名曲コンサート

春
フェニックスホール

5月10日(日)

15:00

秋
フェニックスホール

１１月３日（火・祝）

15:00

冬
フェニックスホール

2月14日(日)

15:00

地域定期演奏会 　廿日市・呉・福山・島根

第18回  廿日市
定期演奏会

さくらぴあ

4月26日(日)

15:00

第25回  呉
定期演奏会

呉市文化ホール

7月19日(日)

14:30

第22回  福山
定期演奏会

リーデンローズ

2月7日(日)

15:00

  第23回  島根
定期演奏会

グラントワ

3月6日(日)

14:00

指揮 ⼩小泉和裕

ヴァイオリン ⽊木嶋真優

  情熱と悲哀のチャイコフスキー  -  孤高の果てに
　チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲ニ長調  Op.35
　チャイコフスキー：交響曲第６番ロ短調  Op.74「悲愴」

  グラントワ開館１０周年記念

  ロマンの19世紀  -  音で綴られた想いのメッセージ
　メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」Op.26
　ショパン：ピアノ協奏曲第１番  ホ短調  Op.11
　ブラームス：交響曲第４番  ホ短調  Op.98

指揮 下野⻯竜也

ピアノ ⽜牛⽥田智⼤大

指揮 クレメンス・シュルト

チェロ オーレリアン・パスカル

  情熱の果てに〜栄光の翼
　グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」Op.5～序曲
　サン=サーンス：チェロ協奏曲第１番イ短調  Op.33
　チャイコフスキー：交響曲第５番ホ短調  Op.64

指揮 広上淳⼀一

ピアノ 佐藤⿇麻理理

  永遠の未完成  -  テーマに込められた作曲家の想い
　シューベルト：交響曲７番ロ短調  D.759「未完成」
　グリーグ：ピアノ協奏曲イ短調  Op.16
　ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲  Op.56a

指揮 円光寺雅彦

ピアノ 松⽥田華⾳音

  儚くも美しく  -  抱きしめては消えゆくメロディー
　チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第１番  変ロ短調  Op.23
　ラフマニノフ：交響曲第２番ホ短調  Op.27

指揮 秋⼭山和慶
  シベリウス
　恋するもの  Op.14
　交響曲第３番ハ長調  Op.52
　交響曲第５番  変ホ長調  Op.82

指揮 秋⼭山和慶
  シベリウス
　交響曲第６番ニ短調  Op.104
　春の歌  Op.16
　交響曲第７番ハ長調  Op.105

指揮 現⽥田茂夫

トランペット ティーネ

  ドラマティックにカンタービレ〜恋の翼
　ハイドン：トランペット協奏曲  変ホ長調  Hob.VIIe:1
　ビゼー：「カルメン」組曲第１番
　アルチュニアン：トランペット協奏曲
　ビゼー：「カルメン」組曲第２番

指揮 秋⼭山和慶

ソプラノ 川島幸⼦子*

  シベリウス
　序曲  ホ長調  JS145  /  アリオーゾ  Op.3*
　６つの歌  Op.36～  No.6  “三月の雪の上のダイアモンド”*
　音詩「吟遊詩人」Op.64
　５つの歌  Op.37～No.4“夢だったのか”*
　　　　　　　　　    No.5“逢い引きから帰ってきた娘”*
　交響曲第１番ホ短調  Op.39

指揮 秋⼭山和慶
  シベリウス
　交響曲第４番イ短調  Op.63
　交響曲第２番ニ長調  Op.43

指揮 秋⼭山和慶

ピアノ ギャレット宇⾒見見

  若き芸術家との出会い〜理想の翼
　モーツァルト：歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」K.588～序曲
　シューマン：ピアノ協奏曲イ短調  Op.54
　ベートーヴェン：交響曲第３番  変ホ長調  Op.55「英雄」


