
2022年9月2日（金）～5日（月）
軽井沢大賀ホール／軽井沢ユニオンチャーチ

音楽監督 横川晴児

軽井沢国際音楽祭実行委員会（実行委員長：平井康文／音楽監督横川晴児）は、国際的な避暑地軽井沢

を舞台にした音楽の祭典「軽井沢国際音楽祭2022」を、2022年9月2日（金）から、9月5日（月）の4日間に

わたり、開催致します。

また当音楽祭に、今年、大和ハウス工業株式会社さまの特別協賛を賜り、

「Daiwa House Special 軽井沢国際音楽祭2022」として開催致しますことを皆さまにお知らせいたします。

2002年、軽井沢町の地元の皆さまとNHK交響楽団のメンバーが協力して、「Karuizawa & Music」

として始まったこの音楽祭は、元NHK交響楽団首席クラリネット奏者の横川晴児氏を音楽監督とし、若手

音楽家の育成と国際色豊かなトップアーティストによる演奏会など、質の高い音楽の発信を目指してまいり

ました。2008年には当時の天皇皇后両陛下のご来臨も賜ることができました。

開始当初は、軽井沢ユニオンチャーチ、軽井沢プリンスホテル メインバンケット、万平ホテル ザ・ハッピー

ヴァレーなどを舞台に、また季節も秋に演奏会を行っておりましたが、軽井沢大賀ホールが完成して以来は、

豊かな響きを誇る軽井沢大賀ホールでのコンサートも多数開催してまいりました。標高約1,000メートルに

位置する軽井沢は、人口2万人に満たない小さな町にもかかわらず、夏の間には、首都圏をはじめ世界中

から年間約800万人程のお客さまが訪れており、世界的な避暑地として多くの経済人や文化人にも愛され

てきた歴史ある町です。軽井沢で過ごす音楽のあるライフスタイルによせて、軽井沢国際音楽祭は、この夏も

「音楽と共に楽しめるひと時」を皆様にお届けして参りたいと思います。

そして、当音楽祭は、今年、20周年、そして20回目（2020年コロナ禍により中止のため）を迎えます。

この音楽祭に長きにわたり出演頂いてきた「Friends」ともいえるメンバーを中心に、新しい仲間たちも迎え、

室内楽、オーケストラ、そして、JAZZのコンサートをお届けして参ります。

当音楽祭を長いスパンでご支援ご協力くださいました、企業、個人の皆さまへの感謝の気持ちもこめて、

20周年の軽井沢国際音楽祭、2022年、充実のラインナップで、軽井沢の晩夏から初秋の訪れを彩ります。

当音楽祭の開催につきまして、ぜひ、ご周知ご協力のほど、お願い申し上げますとともに、軽井沢へのご来場を

心よりお待ちしております。

【主催】有限会社インターミュージック／軽井沢国際音楽祭実行委員会 【共催】SBC信越放送

【特別協賛】大和ハウス工業株式会社

【協賛】日本ヒューレット・パッカード合同会社／ZVC Japan株式会社（Zoom）／デル・テクノロジーズ／

株式会社ビュッフェ・クランポン・ジャパン／株式会社ル・ベカール／トート株式会社／株式会社プリマ楽器

[本プレスリリースに関する報道関係お問合せ先]

軽井沢国際音楽祭実行委員会 ／有限会社インターミュージック TEL 050-3561-5718



PRESS RELEASE

〇よき時代の西欧文化と自然豊かな日本の風景がほどよく共存する軽井沢。数
多くの経済人、文化人たちが軽井沢を愛し、世界からの来訪者も少なくありませ
ん。

〇ヨーロッパのリゾート地や人里離れた土地で行なわれる音楽祭のような雰囲気
を、軽井沢では、東京から北陸新幹線で60分という場所で日帰りでも味わうこと
が出来ます。

〇国内外の真の実力ある音楽家たちが、その軽井沢の自然と風土を愛し、夏に集
います。そこで生まれる名演は、音楽祭という特別な「一夜」限りのもの。特別であ
ると同時に格別な時間となります。

〇築110年を超える木造教会での音楽会。これも西欧では珍しくないことかもし
れませんが、日本においてその澄み切った感覚と素朴で親密な空間を味わうこと
が出来る軽井沢ユニオンチャーチでのコンサートは、当音楽祭の原点です。窓か
ら見える木々の緑、そよ風、時には、通り雨の雨音すらも、音楽と溶け合い、独特
の情緒を生み出します。

〇世界的音響を誇る軽井沢大賀ホール。この舞台でも数多くの名演が生まれまし
た。音楽鑑賞に適した空間で聴く多彩なプログラム。休憩時には、矢ケ崎公園の
美しい風景を眺めながらコーヒーやワインでリラックス。心行くまで音楽を堪能頂
ける建築です。

〇旧軽井沢銀座、軽井沢プリンスアウトレット、各美術館、テニスコートなど、軽井
沢での時間の過ごし方は様々です。喧騒と忙しさから離れ、豊かに時間を使う、そ
の中に、最高の音楽文化に親しむ時間を。こどもから大人までがひとつところに
集って楽しむことが出来るのが音楽会でもあります。

〇老若男女問わず、また国籍問わず、音楽を中心として集うことができる差別の
ない場でもあります。

• 日本屈指のソリスト、そして世界で活躍する演奏家、NHK交響楽団、東京
フィルハーモニー交響楽団などで活躍するプレイヤーたちが、ベテランも若
手も関係なく集い、その音楽体験を享受する。こうしてクラシック音楽のバ
トンは繋がれていきます。世界的なプレイヤーたちとの共演機会が、未来の
音楽文化を支える世代の経験の糧となり、次の世代にもよきもの、よき精
神が受け継がれる時間が音楽祭においては充ちています。

• バロック音楽が栄えたのが1650年ころ。そこから300有余年の時を超え
て、伝わってきたのは「究極のベストセラー」です。世代を超えて愛奏され、
聴かれてきたプログラムをご用意しています。

• 軽井沢という土地に集まるお客様は、文化的嗜好が高く、いいものを大切
にする傾向のある方々です。人生100年時代を、「音楽とともにすまう」こと
を選ぶ方たちです。この情報社会において、自らの感性を磨き、好きなもの
を選びながら過ごすにふさわしい、多彩な選べるプログラムをご用意して
います。

• 軽井沢国際音楽祭のひとつの象徴でもあるのが、アマチュア音楽家とプロ
の音楽家が、ひとところに集うフェスティバルオーケストラの存在です。普
段社会の様々な場所で働く人々が、音楽を愛するという共通項で集い、音
楽を楽しみます。アマチュアの音楽への心映えにプロはすがすがしい気持
ちを受け、またアマチュアは、プロの音楽への献身に心打たれ、鍛錬の上に
成立する技術や姿勢を学んでいます。

• 文化事業を継続して開催することの重要性、またコロナ禍の影響によりな
かなか公演への参加を促すことの出来にくかったこの2～3年間、採算とい
う面では非常に苦労を強いられた。しかし、なんとか継続することで、音楽
文化に触れることが心のワクチンとなりうることを信じて、実施をしています。

軽井沢国際音楽祭／主な特徴



軽井沢国際音楽祭2022主な出演者

■ヴァイオリン

小林美恵

近藤薫 東京フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター

ジェラール・プーレ

山岸努 NHK交響楽団

■ヴィオラ

中村洋乃理 NHK交響楽団

原孝明 新日本フィルハーモニー交響楽団

■チェロ

ドミトリー・フェイギン

宮坂拡志 NHK交響楽団

■コントラバス

吉田秀 NHK交響楽団首席奏者

■フルート

宮崎由美香

■クラリネット

横川晴児 元NHK交響楽団首席奏者

藤井洋子 読売日本交響楽団首席奏者

■ファゴット

チェ・ヨンジン 東京フィルハーモニー交響楽団

■ホルン

今井仁志 NHK交響楽団

戸田大貴

■トランペット

菊本和昭 NHK交響楽団

■パーカッション

植松透 NHK交響楽団

熊本比呂志

竹泉晴菜

■ピアノ

ミロスラフ・セケラ

秋場敬浩

PRESS RELEASE

■JAZZメンバー
鈴木直樹 クラリネット＆サックス
須藤 信一郎 キーボード
熊本 比呂志 パーカッション
宅間 善之 ヴィブラフォン
スペシャルゲスト：植松透
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室内楽コンサートⅠ
軽井沢大賀ホール
2022年9月2日（金）15：00開演

【出演】
ジェラール・プーレ（ヴァイオリン）
ドミトリー・フェイギン（チェロ）
横川晴児（クラリネット）
ミロスラフ・セケラ（ピアノ）

【曲目】
ブラームス：クラリネット三重奏曲イ短調 op.114
フランク：ヴァイオリン・ソナタイ長調
ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第4番ホ短調 「ドゥムキー」 Op. 90, B. 166

入場料
【全席指定】
S席:6,000円 A席:5,000円

軽井沢国際音楽祭の真骨頂。室内楽コンサート。
第1弾は、二重奏、三重奏の密な交わりを感じる、室内楽の王道を行くプログラムをたっぷりと
ご堪能下さい。
軽井沢国際音楽祭に初期から関わってくださったフランスの巨匠、ジェラール・プーレを再び
軽井沢に招き、フランクの名曲中の名曲、ヴァイオリンソナタをお聴き頂きます。
初登場となるチェロのドミトリー・フェイギンはその豊かな音色と音楽性を、ここ軽井沢国際
音楽祭で聴かせてくれることでしょう。そして過去の軽井沢国際音楽祭で、ブラームスのピア
ノ協奏曲第2番で名演を残したミロスラフ・セケラ。
国際音楽祭だからこそ実現する夢の共演舞台を、名曲とともにお楽しみください。
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室内楽コンサートⅡ
軽井沢大賀ホール
2022年9月３日（土）15：00開演

【出演】
Vn：小林 美恵、近藤薫、山岸努／ Va：中村洋乃理／Vc：宮坂拡志／
Cb：吉田 秀／Fl：宮崎 由美香／Cl：横川 晴児、藤井 洋子／Fg：チェ・ヨンジン
Trp：菊本 和昭／Hr：今井 仁志／Timp：植松 透／Perc：熊本 比呂志、竹泉 晴菜
Pf：秋場 敬浩

【曲目】

R.シュトラウス ： もうひとりのティル・オイレンシュピーゲル
マルティヌー ： 調理場のレヴュー
ドビュッシー：弦楽四重奏曲
ロッシーニ：管楽のためのソナタ 第4番 変ロ長調
ショスタコーヴィチ（クルイサン編曲）：
ジャズ組曲 第2番～ヴァイオリン、チェロ、ピアノ、打楽器のための

【入場料】
全席指定】
S席:6,000円 A席:5,000円

軽井沢国際音楽祭室内楽コンサートⅡは、弦楽器、管楽器、打楽器！揃い踏み。
おなじみの気心知れた音楽仲間たちによる音楽の会話をお楽しみください。
このプログラムは、室内楽作品の中でも少々ユニークなプログラム。Ｒ．シュトラウス交響詩
「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」を五重奏に編曲した「もうひとりのティ
ル・オイレンシュピーゲル」では、管弦楽作品の美味しいところがすべて凝縮されています。
「なべとなべぶたの恋に割って入る泡立て器と布巾の物語」がテーマのマルティヌーの「調理
場のレヴュー」は過去にも軽井沢国際音楽祭に登場し人気を博した作品。ドビュッシー、16本
の弦が織りなす綾が美しい弦楽四重奏曲に、ロッシーニの愛らしい管楽のためのソナタ。そし
て、ショスタコーヴィチのジャズ組曲は、ピアノ三重奏と打楽器というアレンジのバージョン
でお送りします。音楽祭の名手たちによる華やかな舞台をお楽しみください。
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フェスティバルオーケストラコンサート
軽井沢大賀ホール
2022年9月4日（日）14：00開演

【出演】
コンサートマスター：近藤薫
ピアノ独奏：ミロスラフ・セケラ
軽井沢国際音楽祭フェスティバル・オーケストラ
Vn：小林 美恵、山岸 努／Va：中村洋乃理、原 孝明／Vc：宮坂 拡志
Cb：吉田秀／Fl：宮崎 由美香／Cl：横川晴児、藤井 洋子／Fg：チェ・ヨンジン
Hr：今井 仁志、戸田 大貴／Timp：植松透 ほか

【曲目】
モーツァルト： ディヴェルティメント変ホ長調 K. 113
独奏陣／Cl：横川晴児、藤井洋子 Hr：今井仁志、戸田大貴

モーツァルト： ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K. 488
ピアノ：ミロスラフ・セケラ

ベートーヴェン： 交響曲第6番ヘ長調 「田園」 Op. 68

【入場料】
全席指定】
S席:6,000円 A席:5,000円

軽井沢国際音楽祭フェスティバルオーケストラは、プロ、アマ、学生の垣根を超えたオーケス
トラとして、回を重ねて来ました。同じ音楽仲間として、同じ舞台に立つその時間は、音楽へ
向き合う直向きな姿勢で常に満たされています。
今回はモーツァルトの、コンチェルタンテの要素を持ったK.113のディヴェルティメントに始ま
ります。クラリネット2本、ホルン2本の独奏陣の名技とともにお楽しみください。
モーツァルトの名曲K.488のピアノ協奏曲は、映画「アマデウス」の神童時代を演じたチェコの
ピアニストミロスラフ・セケラ氏が演奏します。
そして、自然豊かな軽井沢で聴くベートーヴェンの「田園交響曲」。この数年、指揮無で繰り
広げられる演奏には定評があります。広く、音楽を愛する者たちの集合体が生み出す音楽を
みなさまと分かち合えますように。
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Happy JAZZ Hour
軽井沢ユニオンチャーチ
2022年9月5日（月）14：00開演

【出演】
Cl.&Sax：鈴木直樹
Key：須藤 信一郎
Perc：熊本 比呂志
Vib：宅間 善之
スペシャルゲスト：植松 透

【曲目】
I Got Rhythm
スター・ダスト
素敵なあなた
Sing Sing Sing

他

【入場料】

全席自由
全席 3,500円

ボーダレスな音楽の場、としての軽井沢国際音楽祭。
昨年2021年の開催より、JAZZのコンサートが本格的に加わりました。
クラリネット＆サックスを担う鈴木直樹と仲間たちのほかに、軽井沢国際音楽祭にも登場する
NHK交響楽団首席ティンパニ奏者の植松透がスペシャルゲストとして加わります。
スウィングの名曲を中心にお届けします。

旧軽井沢銀座を抜け、世紀のロイヤルロマンスの生まれた軽井沢会テニスコートに並ぶ
築110年の歴史を誇る木造の軽井沢ユニオンチャーチでリラックスした雰囲気でお楽しみいただ
けるコンサートです。
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チケット

軽井沢大賀ホールチケットサービス
10：00～18：00
電話予約 0267-31-5555

窓 口
軽井沢大賀ホールチケットサービス窓口にて、直接ご購入いただけます。
http://www.ohgahall.or.jp/ticket/ticket_tel.php
※現金のみのお取り扱いとなります。クレジットカードはご利用いただけません。

チケットぴあ
ネット購入
http://pia.jp/t （要会員登録・PCモバイル共通）
Pコード：218-971

コンビニ
セブンイレブン（24時間対応）
店内設置の端末を画面の案内に従って操作し、レジカウンターで会計＆受取 公演のPコードがあると便利です。

※ホール座席表、チケット購入にあたっての注意は、軽井沢国際音楽祭ホームページをご確認ください。

有限会社インターミュージック

（軽井沢国際音楽祭実行委員会）

〒275-0012 千葉県習志野市本大久保4-16-19 

音楽祭事務局代表 050-3561-5718

公演内容に関するお問合せ


