
広島交響楽団 平成２８年度 主催公演一覧  ２０１６.４〜２０１７.３

第３５９回

4月17日(日)

15:00

第３６０回
プレミアム定期

5月14日(土)

15:00

第３６１回

6月10日(金)

18:45

第３６２回

7月8日(金)

18:45

第３６３回

9月9日(金)

18:45

第３６４回

10月21日(金)
18:45

第３６５回

11月11日(金)

18:45

第３６６回

1月20日(金)

18:45

第３６７回

2月26日(日)
15:00

第３６８回

3月18日(土)

15:00

２０１６  「平和の夕べ」  コンサート

広島国際会議場
フェニックスホール

8月5日(金)

18:45

定期演奏会  “感謝を込めて”  秋山和慶  音楽監督・常任指揮者  ファイナル・シーズン

指揮 秋山和慶

    2016シーズン開幕  〜ロシアン・コネクション〜
　　チャイコフスキー：デンマーク国歌による祝典序曲 Op.15 (1892年版)
　　チャイコフスキー：弦楽のためのセレナーデ ハ長調 Op.48
　　リャードフ：魔法にかけられた湖 Op.62
　　リムスキー=コルサコフ：スペイン奇想曲 Op.34

指揮 ネーメ・ヤルヴィ

    マエストロ　ネーメ・ヤルヴィの全て
　　トルミス：序曲第２番
　　アルヴェーン：ダーラナ狂詩曲（スウェーデン狂詩曲第３番） Op.47
　　ショスタコーヴィチ：交響曲第５番ニ短調 Op.47 「革命」

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　深淵なる「未完成」
　　シューベルト：イタリア風序曲第２番ハ長調 D.591
　　ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第１番ト短調 Op.26
　　シューベルト：交響曲第７番ロ短調 D759 「未完成」

指揮 下野竜也

オーボエ セリーヌ・モワネ

    次期音楽総監督、下野竜也の  “祈り”
  　ペンデレツキ：シャコンヌ （ポーランドレクイエムより）

  　J.S.バッハ（齋藤秀雄 編曲）：シャコンヌ
  　マルティヌー：オーボエ協奏曲
  　ブリテン：シンフォニア・ダ・レクイエム

指揮 秋山和慶

ヴァイオリン 蔵川瑠美

    秋山が指揮するアメリカ現代音楽史
  　アダムズ：ザ・チェアマン・ダンス （歌劇「中国のニクソン」より）

  　コリリアーノ：シャコンヌ （映画「レッド・ヴァイオリン」より）

  　アイヴズ：交響曲第２番

指揮 川瀬賢太郎

ピアノ マリアンナ・シリニャン

    終末の音楽か・・それぞれのディエス・イレ
　　ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番ハ短調 Op.18
　　ベルリオーズ：幻想交響曲 Op.14

指揮 秋山和慶

クラリネット ダニエル・オッテンザマー

    秋山音楽監督〜ファイナル・マチネ〜
　　モーツァルト：ディヴェルティメント ニ長調 K.136
　　モーツァルト：クラリネット協奏曲イ長調 K.622
　　R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」

指揮 マティアス・バーメルト

ピアノ 萩原麻未

    記憶の彼方へ〜孤高のシンフォニー
  　シューマン：ピアノ協奏曲イ短調 Op.54
  　ブルックナー：交響曲第９番ニ短調（ノーヴァク版）

指揮 広上淳一
マリンバ 塚越慎子*

女声コーラス（バンダ） エリザベト音楽大学**

    祈り、そして魂の救済
　　伊福部昭：ラウダ・コンチェルタータ*
　　ワーグナー：歌劇「ローエングリン」第１幕前奏曲
　　ワーグナー：歌劇「タンホイザー」序曲とヴェーヌスベルクの音楽（パリ版）**
　　ワーグナー：楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死

指揮 小林研一郎

ヴァイオリン アレクサンドラ・スム

    血統の証
　　シベリウス：ヴァイオリン協奏曲ニ短調 Op.47
　　チャイコフスキー：交響曲第３番ニ長調 Op.29 「ポーランド」

指揮 クレメンス・シュルト

ピアノ ケマル・ゲキチ

    ロマンの謳歌
　　メンデルスゾーン：序曲「美しいメルジーネの物語」 Op.32
　　リスト：ピアノ協奏曲第１番 変ホ長調 S.124/R.455
　　シューマン：交響曲第１番 変ロ長調 Op.38 「春」

会場：広島文化学園HBGホール



ディスカバリーシリーズ  “Gift”　＜広響の新たな才能と天才モーツァルトの肖像＞

1
アステールプラザ

6月3日(金)
18:45

2
アステールプラザ

9月16日(金)
18:45

3
アステールプラザ

1月27日(金)
18:45

4
アステールプラザ

3月9日(木)
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25日(水)
18:45

秋
フェニックスホール

10月10日(月・祝)
15:00

冬
フェニックスホール

2月19日(日)
15:00

地域定期演奏会 　廿日市・呉・福山・島根

第19回  廿日市
定期演奏会

さくらぴあ

4月24日(日)
15:00

第26回  呉
定期演奏会

呉市文化ホール

7月17日(日)
14:30

第23回  福山
定期演奏会

リーデンローズ

2月5日(日)
15:00

  第24回  島根
定期演奏会

松江プラバホール

3月5日(日)
14:00

指揮 秋山和慶

打楽器 岡部亮登

　ジョリヴェ：打楽器協奏曲
　安部幸明：弦楽のためのピッコラ・シンフォニア
　モーツァルト：セレナーデ第１０番 変ロ長調K.361(370a)「グランパルティータ」

指揮 秋山和慶

アルト・フルート 森川公美*
ハープ　高野麗音*

　武満徹：海へⅡ*
　武満徹：弦楽のためのレクイエム
　ブリテン：４つの海の間奏曲Op.33a（歌劇「ピーター・グライムズ」より）

　モーツァルト：交響曲第３９番 変ホ長調K.543

指揮 秋山和慶

クラリネット 品川秀世

　細川俊夫：変容 -クラリネットと弦楽オーケストラ、打楽器のための

　レーガー：モーツァルトの主題による変奏曲とフーガOp.132
　モーツァルト：交響曲第４０番ト短調K.550

  次世代の才能と綴る名曲の森
　　バッハ：ブランデンブルク協奏曲第３番ト長調 BWV.1048
　　ウェーバー：クラリネット協奏曲第２番 変ホ長調Op.74
　　ベートーヴェン：交響曲第６番ヘ長調Op.68「田園」

指揮 秋山和慶

ピアノ 長尾洋史

　近衛秀麿：越天楽
　大栗裕：管弦楽のための「神話」 -天の岩戸の物語による-

　メシアン：７つの俳諧 -ピアノと管弦楽のための日本の素描-

　モーツァルト：交響曲第４１番ハ長調K.551「ジュピター」

指揮 マックス・ポンマー

チェンバロ 曽根麻矢子

  受け継がれる音楽の系譜  -バロックからロマン派へ
　　ヘンデル：組曲「水上の音楽」より
　　J.S.バッハ：チェンバロ協奏曲第１番ニ短調BWV.1052
　　ブラームス：交響曲第１番ハ短調Op.68

クラリネット＆指揮 ポール・メイエ

  ポール・メイエの世界  -ドイツロマン派の神髄
　　ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」序曲
　　シュポーア：クラリネット協奏曲第２番変ホ長調Op.57
　　メンデルスゾーン：交響曲第３番イ短調Op.56「スコットランド」

指揮 大友直人

ヴァイオリン 川久保賜紀

  深遠なる響の世界へ
　　ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61
　　ドヴォルザーク： 交響曲第８番ト長調Op.88

指揮 高関健

ピアノ 反田恭平

  情熱と冷静の先に
　　ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番ハ短調Op.18
　　チャイコフスキー：交響曲第４番ヘ短調Op.36

指揮 秋山和慶

ヴァイオリン 前橋汀子

  名匠たちの響演  -名曲の新たな地平へ
　　ドヴォルザーク：序曲「謝肉祭」Op92
　　メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64
　　ドヴォルザーク：交響曲第９番ホ短調Op.95「新世界より」

指揮 現⽥田茂夫

ピアノ 北北村朋幹

  オーケストラが織りなすファンタジー
　　ショパン：ピアノ協奏曲第２番ヘ短調Op.21
　　リムスキー=コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」 Op.35

指揮 鈴木優人

クラリネット 橋本杏奈


