PRESS RELEASE
2022.2.15
公益財団法⼈ソニー⾳楽財団（Sony Music Foundation）
公益財団法⼈サントリー芸術財団（SUNTORY FOUNDATION for the ARTS）

総勢 300 名以上のトップ・アーティストたちが集結！
「こども⾳楽フェスティバル」2/23（⽔・祝）先⾏発売開始
2022 年 GW の４⽇間、サントリーホールおよびアーク・カラヤン広場等 周辺施設にて初開催

公益財団法⼈ソニー⾳楽財団（所在地：東京都千代⽥区、理事⻑：⽔野道訓）と公益財団法⼈サントリー芸術財団
（所在地：東京都港区、代表理事：堤 剛、⿃井信吾）は、本年 5 ⽉ 4 ⽇（⽔・祝）〜7 ⽇（⼟）の４⽇間、こども
を対象とした世界最⼤級のクラシック⾳楽の祭典「こども⾳楽フェスティバル」*を開催します。期間中、サントリ
ーホールでは全 18 公演が予定され、総勢 300 名を超えるアーティストたちが出演いたします。当フェスティバル
のチケット先⾏発売が、来週 2 ⽉ 23 ⽇（⽔・祝）にスタートいたします。

当フェスティバル期間中のサントリーホール内では、ピアノ・ソロから室内楽、吹奏楽、オーケストラ、オペラ等、
0 才の乳児から未就学児、⼩学⽣や中⾼⽣、妊婦さんとおなかのなかの⾚ちゃんまで、様々な年齢のこどもたちに
向けたバラエティに富んだ公演をラインナップしております。
お⼦さまとそのご家族が数多くの公演をお楽しみいただけるよう、チケット価格は、500 円〜3,000 円とリーズナ
ブルな価格に設定いたしました。
※公演⼀覧：
（別資料）

≪出演アーティスト≫ ※五⼗⾳順
【指揮】⼤井剛史、⼤友直⼈、園⽥隆⼀郎、⽵本泰蔵、中川賢⼀、沼尻⻯典、横⼭ 奏
【弦楽器】礒 絵⾥⼦、宇根京⼦、神⾕未穂、北⾒春菜、倉冨亮太、後藤 康、
篠崎史紀、⻄野ゆか、丹⽻洋輔、降旗貴雄（ヴァイオリン）／
⽊下雄介、中村洋乃理、吉⽥有紀⼦（ヴィオラ）／
市 寛也、伊藤悠貴、海野幹雄、遠藤真理、⼩畠幸法、辻本 玲、堤 剛、⻑⾕川陽⼦、横坂 源（チェロ）／
菅沼希望（コントラバス）
【⽊管楽器】荒川 洋、若林かをり（フルート）／古部賢⼀（オーボエ）／⾦⼦ 平（クラリネット）／
福⼠マリ⼦（ファゴット）／⽥中靖⼈（サックス）
【⾦管楽器】安藤友樹、上⽥じん、⻑⾕川智之（トランペット）／加藤直明、古賀 光（トロンボーン）／
友⽥雅美、福川伸陽（ホルン）／池⽥幸広、⽯丸薫恵（テューバ）
【打楽器】浜 まゆみ（マリンバ）
【声楽】天⽻明惠、鵜⽊絵⾥、⼤森智⼦、鷲尾⿇⾐（ソプラノ）／池⽥⾹織、⼩泉詠⼦、清⽔華澄（メゾ・ソプラノ）／
上原正敏（テノール）／吉川健⼀（バリトン）
【鍵盤楽器】⼩⼭実稚恵、⾓野隼⽃、津⽥裕也、中野翔太、新垣 隆、萩原⿇未、福間洸太朗、横⼭幸雄（ピアノ）／
⼊江⼀雄（チェンバロ）／永瀬真紀（オルガン）
【アンサンブル】トルヴェール・クヮルテット＆⼩柳美奈⼦（サクソフォン四重奏＆ピアノ）／
Music Players おかわり団
【管弦楽／吹奏楽】東京フィルハーモニー交響楽団、読売⽇本交響楽団（管弦楽）／
東京佼成ウインドオーケストラ（吹奏楽）
【合唱】新国⽴劇場合唱団、NHK 東京児童合唱団
【その他】太⿎芸能集団 ⿎童／神崎ゆう⼦（お話）／篠原ともえ（ナビゲーター）
ほか

※各公演の詳細や、各アーティストの出演⽇は公式 WEB サイト（https://www.kofes.jp）をご参照ください。
＊こども⾳楽フェスティバル
0 才の乳児から未就学児、⼩・中・⾼校⽣や 10 代の⻘少年まで、こどもたちのそれぞれの年齢に合わせてプログラ
ミングされたコンサートなどを同時に多数開催し、クラシック⾳楽を⼀⽇中余すところなく楽しめる世界でも類を
⾒ない規模のイベントです。2020 年夏の開催予定から、新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴い開催を⼀旦断念しま
したが、政府・⾃治体及び関係団体のガイドラインに基づき、感染防⽌対策を施した上で、改めて 2022 年 5⽉に開
催いたします。全国の親⼦にも楽しんでいただけるよう、コンサートのライブ配信中継を⾏うなどウィズコロナを
⾒据えた新しい試みも⾏う予定です。
こども向けコンサートで多数の実績を持つソニー⾳楽財団とサントリー芸術財団がタッグを組み、こどもたちとク
ラシック⾳楽との新たな出会いを演出します。
＜「こども⾳楽フェスティバル（英⽂名称：Music Festival for Children and Young People）
」開催概要＞
◆⽇時：2022 年 5 ⽉ 4 ⽇（⽔・祝）〜7 ⽇（⼟）の 4 ⽇間
◆会場：サントリーホール＜東京都港区⾚坂＞およびアーク・カラヤン広場等 周辺施設
◆公式 WEB サイト：https://www.kofes.jp/
◆チケット情報：2022 年 2 ⽉ 23 ⽇（⽔・祝）10:00

先⾏発売開始

2022 年 3 ⽉ 12 ⽇（⼟）10:00 ⼀般発売開始
◆チケット価格：こども 500 円〜1,500 円（税込）
保護者 1,000 円〜3,000 円（税込）
※２公演以上同時購⼊の場合割引あり（⼤ホール公演 S 席限定）
◆主催：公益財団法⼈ソニー⾳楽財団（Sony Music Foundation）
公益財団法⼈サントリー芸術財団（SUNTORY FOUNDATION for the ARTS）
◆特別協賛：株式会社 INPEX、ソニーグループ株式会社

（五⼗⾳順）

◆協⼒：森ビル株式会社、The Okura Tokyo、ANA インターコンチネンタルホテル東京

◆メディアパートナー：テレビ朝⽇
◆運営：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、株式会社ライブエグザム
■お問い合わせ
公益財団法⼈ソニー⾳楽財団

03-3515-5261（平⽇ 10:00〜18:00）

サントリーホールチケットセンター 0570-55-0017（10:00〜18:00

休館⽇を除く）

【財団概要】
名称：公益財団法⼈ソニー⾳楽財団（Sony Music Foundation）
理事⻑：⽔野道訓
設⽴年： 1984年
所在地：〒102-8353 東京都千代⽥区六番町4-5 SME六番町ビル
URL：https://www.smf.or.jp/
名称：公益財団法⼈サントリー芸術財団（SUNTORY FOUNDATION for the ARTS）
代表理事：堤 剛、⿃井信吾
設⽴年： 1969年（旧⿃井⾳楽財団）
所在地：〒107-6019 東京都港区⾚坂1-12-32 アーク森ビル19階 私書箱509号
URL：https://www.suntory.co.jp/sfa/

こども⾳楽フェスティバル サントリーホール内公演⼀覧
⽇程

開演
時間

会場

公演名

おすすめ年齢

出演者
中川賢⼀（指揮）

5/4

13:00

(⽔・祝)

ブルーローズ
（⼩ホール）

Concert for KIDS

未就学児から⼩学⽣

〜0才からのクラシック🄬〜

上原正敏（テノール）
※０才から⼊場OK

＜スペシャル版＞

⼤森智⼦（ソプラノ）
ソニー⾳楽財団「こどものためのクラシック」
登録アーティストによる室内オーケストラ
沼尻⻯典 （指揮）
鵜⽊絵⾥、鷲尾⿇⾐ （ソプラノ）
⼩泉詠⼦ （メゾ・ソプラノ）
吉川健⼀ （バリトン）

5/4

14:30

⼤ホール

(⽔・祝)

⼩学⽣以上

オープニング・ガラ・

萩原⿇未、福間洸太朗 （ピアノ）
堤 剛、⻑⾕川陽⼦、辻本 玲、伊藤悠貴（チェロ）

コンサート

※４才から⼊場OK

トルヴェール・クヮルテット＆⼩柳美奈⼦ （サクソ
フォン四重奏＆ピアノ）
新国⽴劇場合唱団 （合唱）
東京フィルハーモニー交響楽団 （オーケストラ）
ほか
篠崎史紀、倉冨亮太、後藤 康、丹⽻洋輔、降旗貴雄

5/4

16:30

(⽔・祝)

ブルーローズ
（⼩ホール）

リクエスト・コンサート

⼩学⽣以上

弦楽器のひみつ
※⼩学⽣から⼊場OK

〜マロと仲間たちによる〜

（ヴァイオリン）
中村洋乃理、⽊下雄介 （ヴィオラ）
市 寛也、⼩畠幸法 （チェロ）
菅沼希望 （コントラバス）
⼊江⼀雄 （チェンバロ）

リクエスト・コンサート

5/4

19:00

(⽔・祝)

中⾼⽣以上

ブルーローズ サックスのひみつ
（⼩ホール） 〜トルヴェール・クヮルテッ

※⼩学⽣から⼊場OK

トルヴェール・クヮルテット＆⼩柳美奈⼦
（サクソフォン四重奏＆ピアノ）

トによる〜

5/5

10:30

⼤ホール

(⽊・祝)

未就学児から⼩学⽣

Concert for KIDS
〜0才からのオーケストラ〜

※０才から⼊場OK

横⼭ 奏 （指揮）
鷲尾⿇⾐ （ソプラノ）
吉川健⼀ （バリトン）
東京フィルハーモニー交響楽団 （オーケストラ）

いろいろドレドレ特別企画

5/5

12:00

(⽊・祝)

３才〜６才

ブルーローズ 神崎ゆう⼦＆おかわり団の
（⼩ホール） えほんだいすき！

※０才から⼊場OK

神崎ゆう⼦ （お話）
Music Players おかわり団 （アンサンブル）

アンダーソンだいすき！！

5/5

15:00

(⽊・祝)

5/5

16:30

（⼩ホール） 〜プロが弾くとこんなにすごい⁉〜

⼤ホール

(⽊・祝)

5/5

18:00

(⽊・祝)

おすすめ年齢

⼩学⽣以上

ブルーローズ ピアノ練習曲のコンサート

ブルーローズ
（⼩ホール）

０才〜

横⼭幸雄 （ピアノ）
※⼩学⽣から⼊場OK

⼩学⽣以上

名作アニメ×スクリーン！
〜ファンタジア＆トムとジェリーほか〜

東京フィルハーモニー交響楽団 （オーケストラ）
※４才から⼊場OK

リクエスト・コンサート

中⾼⽣以上

⾦管楽器のひみつ
〜N響メンバーによる〜

３〜６才

⽵本泰蔵 （指揮）

※⼩学⽣から⼊場OK

⼩学⽣〜

ほか

⻑⾕川智之、安藤友樹 （トランペット）
福川伸陽 （ホルン）
古賀 光 （トロンボーン）
池⽥幸広 （テューバ）

中⾼⽣〜

だれでも(無料)

妊婦さん

こども⾳楽フェスティバル サントリーホール内公演⼀覧
⽇程

5/6

開演
時間

10:00

会場

⼤ホール

(⾦)

5/6

11:00

公演名

※０才から⼊場OK

未就学児から⼩学⽣

ブルーローズ Concert for KIDS

5/6

ブルーローズ Concert for KIDS

14:00

永瀬真紀 （オルガン）

オルガン プロムナード

（⼩ホール） 〜0才からの⿎童〜

出演者

だれでも

こどものための

(⾦)

(⾦)

おすすめ年齢

太⿎芸能集団 ⿎童
※０才から⼊場OK

未就学児から⼩学⽣
太⿎芸能集団 ⿎童

（⼩ホール） 〜0才からの⿎童〜

※０才から⼊場OK
園⽥隆⼀郎 （指揮）
⽥尾下 哲 （演出）

5/6

はじめてのオペラ
17:00

⼤ホール

(⾦)

⼩学⽣以上

『ヘンゼルとグレーテル』

鵜⽊絵⾥、天⽻明惠 （ソプラノ）
⼩泉詠⼦、池⽥⾹織、清⽔華澄（メゾ・ソプラノ）

〜おかしな森とお菓⼦な魔⼥〜

※４才から⼊場OK

吉川健⼀ （バリトン）
NHK東京児童合唱団 （合唱）
東京フィルハーモニー交響楽団 （オーケストラ）

5/7

10:30

⼤ホール

(⼟)

⼩学⽣以上

ピアノの祭典
〜ソロ、連弾、2台、6台！〜

洸太朗（ピアノ）
※⼩学⽣から⼊場OK

０才まえのコンサート🄬

5/7

12:00

(⼟)

妊婦さん

ブルーローズ 〜プレママに贈る
（⼩ホール） リラックス・チェロ・アンサンブ

⼩⼭実稚恵、⾓野隼⽃、中野翔太、萩原⿇未、福間
新垣 隆 （編曲,ピアノ）

辻本 玲、⻑⾕川陽⼦、遠藤真理、横坂 源、伊藤悠貴

※０才から⼊場OK

（チェロ）

ル〜

5/7

14:30

⼤ホール

(⼟)

中⾼⽣以上

中⾼⽣のための
ベスト・オブ・吹奏楽

※⼩学⽣から⼊場OK

⼤井剛史 （指揮）
東京佼成ウインドオーケストラ （吹奏楽）

若林かをり （フルート）

5/7

17:00

(⼟)

⼩学⽣以上

ブルーローズ ほしぞら⾳楽会
（⼩ホール） 〜プラネタリウム・コンサート〜

福川伸陽 （ホルン）
浜 まゆみ （マリンバ）

※⼩学⽣から⼊場OK

津⽥裕也 （ピアノ）
篠原ともえ （ナビゲーター）

5/7

19:00

⼤ホール

(⼟)

おすすめ年齢

０才〜

⼩学⽣以上

クロージング・コンサート
〜ディスカバー・オーケストラ！〜

３〜６才

※⼩学⽣から⼊場OK

⼩学⽣〜

⼤友直⼈ （指揮）
⼩⼭実稚恵 （ピアノ）
読売⽇本交響楽団 （オーケストラ）
ほか

中⾼⽣〜

だれでも(無料)

妊婦さん

