ライナー・ホーネック
首席指揮者５年間の集大成
2021年度

第

129 回 定期演奏会

The 129th Subscription Concert
バッハ

ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲ハ短調 BWV1060R

モーツァルト

交響曲第36番ハ長調《リンツ》K.425

R. シュトラウス

オーボエ協奏曲ニ長調 AV144, TrV292

ベートーヴェン

交響曲第2番ニ長調 op.36

Johann Sebastian Bach

Wolfgang Amadeus Mozart

Richard Strauss

Ludwig van Beethoven

Concerto for Violin and Oboe in C minor BWV 1060R

Symphony No. 36 in C major Linz K. 425

Concerto for Oboe and small Orchestra in D major AV 144, TrV 292

Symphony No. 2 in D major op. 36

指揮・ヴァイオリン

ライナー・ホーネック

Rainer Honeck, Conductor & Violin
©ヒダキトモコ

オーボエ

オリヴィエ・スタンキエーヴィチ［KCOデビュー］

okyo
T
a
r
t
s
e
h
c
r
O
r
e
b
m
a
h
Kioi Hall C

Olivier Stankiewicz, Oboe [KCO debut]

©Kaupo Kikkas

日時・会場

金

︵消費税込︶

料

発売日
チケット
のお申込

2022年

2 11
月

日 金・祝 開演18時

18:00 on Friday, February 11th

12

日 土 開演14時

14:00 on Saturday, February 12th

S席 8,800円 A席 7,800円 B席 5,800円
A席 2,000円

B席 1,500円

公演当日に29歳以下の方を対象とする割引料金です。枚数制限あり。

紀尾井友の会優先発売：2021年11月3日㈬・㈷ 一般発売：11月5日㈮
紀尾井ホールウェブチケット・午前０時〜
※各会員割引は各公演１会員様４枚までとなります。

紀尾井ホールウェブチケット
https://kioihall.jp/tickets

操作方法については、ヘルプデスク 0570-550372（ナビダイヤル・有料）へお問合せください。
※本紙掲載の料金のほか、発券時に所定の手数料がかかります。手数料は支払方法により異なります。
※出演者・曲目・演奏順は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
※小学生のご鑑賞には保護者（成人）のご同伴をお願いします。
※乳幼児等未就学の方のご同伴・ご入場はご遠慮ください。
※やむを得ない事情により公演中止となる場合は、チケット購入者に券面表示金額にて払戻しいたします。
※「緊急事態宣言」等の不測の事態により記載内容変更や公演中止となる場合がございます。

最新情報はウェブサイトでご確認ください。

※2月11日
（金・祝）は開演時間が
通常と異なります。
ご注意ください。

Kioi Hall

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い
チケットご購入条件として右記ＱＲコードより内容をご確認ください。

チケットご購入時のお願い

本公演は、当初の予定通り、首席指揮者ライナー・ホーネックが出演できるよう招聘準備を進めて
おります。万一、氏の来日が不可能となった場合でも中止とはせず、プログラムを変更のうえ指揮
者なしで、公演を開催する予定です。
皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、事情を何卒ご理解いただき、そのうえでチケットを
ご購入いただきますようお願い申し上げます。
■注意事項■
出演者・曲目が変更となる場合も、公演中止とならない限りチケット代金の払戻しはいたしません。
ご了承のうえ、お買い求めください。
昨今の新型コロナウイルス感染症拡大の現状を受け、
日本政府及び地方自治体、各開催ホール等の
ガイドラインに沿い、感染の兆候や基礎疾患等で、
ご来場をお控えいただくお客様には、チケット
代金を払戻しさせていただきます。
にっぽんせいてつ

公益財団法人 日本製鉄文化財団
[助成]

文化庁文化芸術振興費補助金
（舞台芸術創造活動活性化事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

第129回定期演奏会
2021年度最後の定期演奏会となる第129回は、同時にホーネックの首席指揮者第2期の最終回ともなります。彼と歩んできたこ
の5年間の集大成であるとともに、ホーネックへの感謝を込め、彼の本拠地ウィーンを代表する作曲家が生んだ華やかな2つの
傑作交響曲で豪華に飾りました。
さらに、2016年に続くホーネック指揮によるR.シュトラウス・シリーズとして、
オーボエ協奏曲も。
オーボエのソリストには、人選に厳しく、長らく空席を続けたロンドン交響楽団首席に、試用期間なしの高待遇で迎えられたスタン
キエーヴィチを招きました。
シュトラウスだけでなく、バッハのダブル・コンチェルトもお聴きいただきますが、
こちらは2017年の
BWV1043、
19年2月BWV1041、
同年9月のBWV1042に続く、
ホーネックのバッハ協奏曲シリーズの完結篇となります。
指揮・ヴァイオリン

ライナー・ホーネック

オーボエ

オリヴィエ・スタンキエーヴィチ［KCOデビュー］
Olivier Stankiewicz, Oboe [KCO debut]
1984年よりウィーン国立歌劇場管、92年からはウィーン・フィル
「驚異的なテクニック、豊かなサウンド、芸術的な成熟」と讃えら
のコンサートマスターに就任。現在、同オーケストラで最も長いキャ
れるスタンキエーヴィチは、1989年ニース生まれ。2006年16歳で
リアを誇るコンサートマスターとして活躍している。その名演奏は、
すでにモンテ・カルロ・フィルハーモニー管弦楽団とソリストとして
小澤征爾指揮の《シェエラザード》、ティーレマン指揮の《英雄の
共演し、2006年からパリ地方音楽院でジャン＝クロード・ジャブ
生涯》など、多くの録音や映像ソフトでも聴くことができる。
©ヒダキトモコ
©Kaupo Kikkas
レ、2009年からはパリ音楽院で、オーボエをダヴィッド・ワルテル
オーケストラ以外にも、
ソリストとして欧州、
日本、
アメリカなどで
活躍。これまでにウィーン・フィル、ロンドン響、ピッツバーグ響、マリインスキー響などの （ワルター）、ジャック・ティス、音楽理論をクロード・ルドゥ、アラン・ルヴィエらに学ぶ。
2011年にはコロンヌ管弦楽団および王立ワロニー室内管弦楽団の首席を務め、同年
著名オーケストラや、ブロムシュテット、ビシュコフ、アダム・フィッシャー、ガッティ、ゲル
ギエフ、ハーディング、マンフレート・ホーネック、ヤンソンス、ムーティ、オロスコ＝エスト トゥルーズ・キャピトル国立管弦楽団の首席奏者に就任（〜15年）。翌2012年第10回国際
オーボエコンクール・軽井沢にて第1位（大賀賞）を受賞。2013年ADAMIによるクラシッ
ラーダ、キリル・ペトレンコ、ティルソン・トーマスらと共演している。
室内楽奏者としては、ウィーン・ヴィルトゥオーゼンの創設者兼リーダー（1989〜99） ク・レヴェレーション・オブ・ザ・イヤーを受賞。2015年にはそれまで長年にわたり空席
だったロンドン交響楽団（LSO）の首席に試用期間なしで招かれた。2016年国際ヤング・ク
をはじめ、
ウィーン弦楽ゾリステン（1982〜2004）、アンサンブル・ウィーンのリーダー
ラシカル・アーティスト・トラストに選出。
（〜2010）、2008年からはウィーン＝ベルリン室内管のリーダーを務めた。現在は2019年
新作の初演も多く、2014年バンジャマン・アタイール作曲による《Nur》をトゥガン・ソヒ
に創設したカンマーオーケスター・ウィーン＝ベルリンのコンサートマスター。
エフの指揮トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団と、2017年トニア・コー作曲のオーボエ
指揮者としても活動しており、これまでにマルメ響のほか、日本では名古屋フィル、読売
とエレクトロニクスのための《Highwire》、19年ロラン・デュリュプの《ノー・ボーダー》、さら
日響、山形響、新日本フィルなどを指揮。紀尾井ホール室内管弦楽団には、2008年5月の
第64回定期演奏会シューベルト・プログラムでデビューし（当時の名称は紀尾井シンフォ に2021年には再びアタイールがジョアン・ミロの絵画『赤い太陽』にインスパイされて書い
た《Al Maghrib》も初演した。
ニエッタ東京）、2017年4月より同室内管首席指揮者に就任した。
現在はLSOの他、ベルリン・カウンターポイントのメンバーおよび英国王立音楽院教授
使用楽器は、以前は1709年製のストラディヴァリウス““ex-Hammerle”だったが、現在は
も務めている。
キュッヒルが使っていた1725年製のストラディヴァリウス“シャコンヌ”を受け継いでいる
最新録音はモーツァルトのヴァイオリン・ソナタ集オーボエ版（デルフィアン・レコーズ）。
（ともにオーストリア国立銀行からの貸与）。
Rainer Honeck, Conductor & Violin

紀尾井ホール室内管弦楽団（室内オーケストラ） Kioi Hall Chamber Orchestra Tokyo
1995年紀尾井ホール開館と同時に
「紀尾井シンフォニエッタ東京」
として発足。国内外の名門オーケストラの主力メンバーたち
やソリスト、室内楽奏者、指導者として、第一線で活躍する演奏家が集い、数多くの著名な音楽家たちとの共演を経て、我が国を代
表する演奏団体の一つとなっている。高い演奏技術とアンサンブル能力に裏打ちされた豊かな音楽性には定評がある。欧州ツ
アー（2000年）、
ドレスデン音楽祭出演（2005年）、米国公演（2012年）、別府アルゲリッチ音楽祭（2015年，2016年）、東京・春・
音楽祭（2016年）など、国内外で積極的な演奏活動を行ってきた。2017年4月、団体名を
「紀尾井ホール室内管弦楽団」に改称。
同時に
「求心力」
と
「発信力」、
「洗練された音楽作り」
を目指しライナー・ホーネックを首席指揮者に迎えた。
2022年4月、第3代首席指揮者としてトレヴァー・ピノックが就任予定。

料

金

（消費税込）

S席 8,800円

チケットのお申込は

A席 7,800円

（運営：日本製鉄文化財団）

A席 2,000円

B席 5,800円

B席 1,500円

紀尾井ホールウェブチケット https://kioihall.jp/tickets

※本紙掲載の料金のほか、発券時に所定の手数料がかかります。手数料は支払方法により異なります。※やむを得ない事情により公演中止となる場合には、チケット購入者に券面表示金額にて払戻しいたし
ます。手数料等の払戻しはございません。予めご了承ください。※U29は公演日当日に29歳以下の方を対象とする割引料金です。枚数には制限があります。座席選択が可能ですが、チケットは引換券を発行し
ます。公演当日に窓口で生年月日のわかる身分証（顔写真付き）をご提示の上、引換券を座席指定券と交換してご入場ください。身分証をご提示いただけない場合には、各券種の一般料金との差額を申し受
け、ご入場いただけます。※小学生のご鑑賞には保護者（成人）のご同伴をお願いします。※乳幼児等未就学の方のご同伴・ご入場はご遠慮ください。※出演者・曲目・演奏順は予告なく変更となる場合があり
ます。予めご了承ください。※出演者・曲目が変更になる場合も、公演中止とならない限りチケット代金の払戻しはいたしません。ご了承のうえ、お買い求めください。

日本製鉄文化財団 紀尾井ホールでは、
皆さまからのご支援をお待ちしております。

＜紀 尾 井サポートシステム(寄 附 会 員 制 度 )＞はこちら

⇒

《特別協賛会員》 Ａ.ランゲ＆ゾーネ／日鉄ソリューションズ／三菱商事／三菱地所
《みやび会員》 伊藤忠商事／大島造船所／ＫＤＤＩ／菅原／住友商事／丸紅／三井住友銀行／三井物産／三井不動産／
三菱商事／三菱地所／メタルワン ほか匿名２社

《ひびき会員》 オカムラ／きらぼし銀行／高砂熱学工業／竹中工務店／山下設計

《みどり会員》 青鬼運送／赤坂維新號／赤坂 エクセルホテル東急／今治造船／ヴォートル／エーケーディ／NTTドコモ／

荏原冷熱システム／鹿島建設／ザ・キャピトルホテル 東急／三協／清水建設／上智大学／西武プロパティーズ／
大 成 建 設 ／ 千 代田商 事 ／テェイスト・ライフ／ 東 芝ライテック／ 永田音 響 設 計 ／ニュー・オータニ／
ハウス食品グループ本社／パナソニック／富士フイルムビジネスイノベーションジャパン／松尾楽器商会／
三井住友信託銀行／三菱ＵＦＪ銀行／三菱ＵＦＪ信託銀行／三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券／
ミュージション／明治座舞台／ヤマハサウンドシステム／有帆

《あおい会員》 青木陽介／淺見 恵／石崎智代／磯部治生／井上善雄／植竹浩樹／大武和夫／片山能輔／久保祐子／
栗山信子／佐久間庸行／佐部いく子／清水 正／清水多美子／清水康子／白土英明／鈴木 亮／高下謹壱／
武上由佳／田中 進／外山雄三／鳥居荘太／中塚一雄／中西達郎／西村剋美／原田清朗／北條哲也／
堀川将史／牧本惠美子／松枝 力／松本美恵／簑輪永世／宮本信幸／陸田 実／村上喜代次／持留宗一郎／
八木一夫／八木晶子／山内寿実／吉峯裕毅 ほか匿名23名 計147口

（2021年10月1日現在）

［最寄駅］
●四ツ谷駅
（JR線･丸ノ内線･南北線）
麴町口ほか 徒歩6分 ●麴町駅2番出口
（有楽町線）
徒歩8分
●赤坂見附駅D出口
（銀座線･丸ノ内線）
徒歩8分 ●永田町駅7番出口
（半蔵門線･有楽町線）
徒歩8分
にっぽんせいてつ

公益財団法人 日本製鉄文化財団
https://kioihall.jp

