
セミナー・コンサート日程表

「アフィニス夏の音楽祭」は、世界のオーケストラの首席奏者らと日本各地の
プロオーケストラ・メンバーが集まり、約一週間にわたり集中的に室内楽の
名曲に取り組む過程を見ることができる、日本で唯一のセミナー音楽祭です。

2021年は、「アフィニス・セミナー＆音楽会2021 Nagaoka」と題し、
世界各地の演奏家たちをオンラインでつなぐセミナーを実施。

セミナーの集大成となる室内楽演奏会での生演奏や、地元演奏家による
趣向を凝らしたコンサートなど、魅力あふれるプログラムで開催します。

作成／アフィニス夏の音楽祭長岡実行委員会

＜アフィニス夏の音楽祭＞

会場 ： 長岡リリックホール



クラシック音楽があふれる6日間♪

演奏会出演者 招聘演奏家（世界各地からリモートで参加します。）

世界の音楽家たちがオンラインで一つになって音楽をつくり上げていく様子をご覧いただけます。
その他、地元企画のイベントが盛りだくさんです。

アフィニス・セミナー＆音楽会 2021 Nagaoka
イベントスケジュール     

10:15～12:00 （シアター）
アフィニス夏の
音楽祭2019
演奏会ハイライト
12:15～13:45 （シアター）
  ♬室内楽セミナー
（エイミー・ビーチ）
【上映】

14:00～15:30 （シアター）
  ♬室内楽セミナー

（バツェヴィチ）
【上映】

16:00～17:15 （シアター）
  ♬室内楽セミナー

（ヒンデミット）
【上映】

17:30～19:00 （シアター）
アフィニス夏の
音楽祭2019
演奏会ハイライト

19:00～21:00 （コンサートホール）
 ★未来へつなぐ
サマーコンサート

10:30～11:30 （シアター）
  川崎音楽監督
に質問！

12:15～13:45 （シアター）
  ♬室内楽セミナー
（エイミー・ビーチ）
【上映】

14:00～15:30 （シアター）
★音楽講座Ⅰ

「クラシック音楽の愉しみ方：室内楽って何だろう？」

16:00～17:15 （シアター）
  ♬室内楽セミナー

（ヒンデミット）
【上映】

17:30～19:00 （シアター）
  ♬室内楽セミナー

（バツェヴィチ）
【上映】

19:00～19:45 （コンサートホール）
 ★長岡少年少女合唱団
ミニコンサート

10:15～12:00 （シアター）
アフィニス夏の
音楽祭2019
演奏会ハイライト
12:15～13:45 （シアター）
  ♬室内楽セミナー

（バツェヴィチ）
【上映】

14:00～15:30 （シアター）
★音楽講座Ⅱ

「クラシック音楽のはじまり」

16:00～17:15 （シアター）
  吹奏楽プロジェクト

【上映】
17:30～19:00 （シアター）
  ♬室内楽セミナー
（エセル・スマイス）
【上映】

10:30～12:00 （コンサートホール）
❶ ♬室内楽セミナー

（ヒンデミット）

12:15～13:45 （シアター）
❶ ♬楽器別オンラインワークショップ
（ヴィオラ、フルート、クラリネット）

【上映】
14:00～15:30 （シアター）
❶ ♬楽器別オンラインワークショップ
（ヴァイオリン、チェロ）

【上映】

14:00～15:30 （コンサートホール）
★室内楽演奏会 

14:00～15:00 （コンサートホール）
❽ ★あいうえ音楽会

16:00～17:15 （シアター）
❶ ♬室内楽セミナー

（エセル・スマイス）
【上映】

17:30～19:00 （コンサートホール）
❶ ♬室内楽セミナー

（エセル・スマイス）

LIVE 演奏 LIVE 演奏

LIVE 演奏

LIVE 講座 LIVE 講座

LIVE 通信

LIVE 演奏

LIVE 演奏 LIVE 演奏

8月17日（火） 8月18日（水） 8月19日（木） 8月20日（金） 8月21日（土） 8月22日（日）

セミナー課題曲

セミナー課題曲

セミナー課題曲

セミナー課題曲

2021年8月17日（火）～22日（日）
会場  :  長岡リリックホール

室内楽セミナー
ワークショップ先行上映

2019音楽祭の
映像上映

音楽交流プログラム

国内演奏家出演

リアルタイムLIVE

音楽ができる過程
を見るプログラム 

★
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※スケジュール・内容等は都合により変更となる場合があります。また、終了時間は多少前後する場合があります。詳細はwebサイトをご確認ください。 ※国旗＝海外とのオンライン通信あり



海外・国内のプロオーケストラ・メンバーたちによるプロフェッショナルな
音楽づくりがわかるイベントがいっぱいです。

※20日(金)は、広島交響楽団（ヒンデミット）と藝大フィルハーモニア（エセル・スマイス）のグループがセミナーを行います。

シアター・入場無料

世界で活躍する演奏家たちと国内プロオーケストラ・メンバーで編成され
た４組のグループがオンラインを活用して、各課題曲を作り上げていきま
す。楽器別に分かれて行う「楽器別オンラインワークショップ」も上映する
他、２０日（金）には、リリックホールとアメリカ、ドイツをオンラインでつなぎ、
生演奏でセミナーを行います。

エセル・スマイス／弦楽五重奏曲 op.1　　　　　エイミー・ビーチ／主題と変奏 op.80
グラジナ・バツェヴィチ／弦楽四重奏曲 第4番　　ヒンデミット／クラリネット五重奏曲 op.30

８月17日（火）～20日（金）
会場

シアター・入場無料

カナダと日本をオンラインでつなぎ、音楽祭の音楽監
督である川崎洋介さんとレイチェル・マーサーさんの
お2人に気軽に音楽に関する質問ができます。

８月18日（水） 10:30～11:30
会場

シアター・入場無料

吹奏楽に取り組む長岡の中高校生に事前にアンケートを実施。「コロナ禍
でいかに吹奏楽を継続するか」をテーマに、海外・国内の金管楽器奏者に
よる座談会を開催。その内容をもとに、吹奏楽部員向けの特別ビデオを制
作しました。

8月19日（木） 16:00～17:15
会場

コンサートホール

国内プロオーケストラ・メンバーで編成された4組のグループが長岡に集
結。セミナーの成果を発表します。

８月21日（土） 開演14:00（開場13:15）
会場

長岡リリックホール、長岡市立劇場、チケットぴあ、イープラスプレイガイド

全席自由／2,500円　学生：1,000円 ※発売中

上映

吹奏楽プロジェクト

今回初めて吹奏楽向けのプロジェクトを
実施します。充実したコンテンツを準備中！

カレン・ドネリー
オワタ・ナショナルアーツセンター
管弦楽団・首席トランペット奏者

ジュリア・パイラント
メトロポリタン歌劇場管弦
楽団・副首席ホルン奏者

オタワ・ナショナルアーツセンター管弦楽団
首席チェロ奏者

レイチェル・マーサー

オタワ・ナショナルアーツセンター管弦楽団
コンサートマスター

アフィニス夏の音楽祭・音楽監督　川崎 洋介

曲　目

❶

❷

❹

❸

演奏LIVE　

通信LIVE　

※20日は一部LIVE上映

※24歳までの学生の方。学生券は長岡リリックホールのみのお取り扱い。（学生証をご提示ください。）
※車椅子席をご希望の場合は、長岡リリックホールでお求めください。※未就学児の入場はご遠慮ください。

吹奏楽が
盛んな

長岡の特
別プログ

ラム！

セミナー
の集大成

を

お楽しみ
ください

。

客席から
カナダに
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ができる

♪

世界のプ
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※LIVEセミナーのみ、会場はコンサートホールです。

８月17日（火）・19日（木）
シアター・入場無料会場

上映 前回2019 音楽祭の演奏会の様子を上映します。
感動の演奏が蘇ります。

●



コンサートホール

ピアノをはじめ、箏やフルート、声楽など、長岡の音楽家たちが贈るサマーコンサート。
サン＝サーンス作曲『動物の謝肉祭』や、モーツァルト作曲『2台のピアノのための協
奏曲』など、お話・解説を交えてお楽しみいただけます。

笑顔いきいき／故郷はひとつ／お米は神様／北風小僧の寒太郎／雪
春が来た／さくらさくら／ほたるこい／Jupiter／空を見上げてごらん

8月17日（火） 開演19:00（開場18:15）
会場

コンサートホール・入場無料（要整理券）
ふるさと長岡の四季をテーマに、子どもたちの素敵
な歌声と長岡花火のプロジェクションマッピング
映像との特別コラボレーションをお届けします。

8月18日（水） 開演19:00（開場18:15）
会場

長岡リリックホール、長岡市立劇場プレイガイド

全席自由／1,000円　※7月1日（木）発売開始

演奏LIVE　

演奏LIVE　

J.S.バッハ／ポロネーズ（管弦楽組曲 第2番より）
G.フォーレ／シチリアーノ
マスカーニ／アヴェ マリア
ヴェルディ／歌劇『椿姫』より そは彼の人か～花から花へ
サン＝サーンス／動物の謝肉祭
宮城道雄／中空砧
モーツァルト／2台のピアノのための協奏曲

曲　目

曲　目

ピアノ　齋藤淳子 ピアノ　小山惠

ピアノ　飯塚直子 ピアノ　金子陽子 語り・案内役　佐藤晶子

箏　池田聡子

ソプラノ　加藤茉莉 フルート　高野紗莉

❺

❻

※車椅子席をご希望の方は、長岡リリックホールでお求めください。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

※7月1日（木）配布開始（長岡リリックホール、長岡市立劇場）　※整理券はお一人様5枚まで
※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

池田聡子、金子禎子、今井慶子、佐々木陽子、齋藤淳子、小山惠、
飯塚直子、金子陽子、加藤茉莉、高野紗莉、佐藤晶子、サマーコンサート特別アンサンブル

出　演

ピアノ　今井慶子 ピアノ　佐々木陽子ピアノ　金子禎子

特別に管
弦楽の

パートを
３台目の

ピアノが
演奏しま

す♪



ラヴェル／ボレロ　　他

コンサートホール・入場無料（要整理券）
※7月1日（木）配布開始 （長岡リリックホール、長岡市立劇場）　※整理券はお一人様5枚まで
※未就学児のお子様もご入場いただけますが、他のお客様にご配慮とご協力をお願いします。

セミナーに参加する国内プロオーケストラ・メンバーの4組が長
岡に集まり、小さなお子様も一緒に楽しめるファミリーコンサー
トを最終日に開催します。
今回は聴覚に障がいのある方もともに楽しむ場として、リズムに
親しむプログラムを中心に企画しています。
※詳細はwebサイトをご確認ください。

8月22日（日） 開演14:00（開場13:15）
会場

演奏LIVE　

曲　目

玉村 恭 （上越教育大学大学院 准教授）講　師

シアター・入場無料
（要電話申込／ＴＥＬ 0258-29-7715）

「室内楽」って何？ オーケストラと何が違うの？
どんな楽器を使うの？ いつから始まったの？ どんな曲があるの？
̶室内楽の成り立ちを知ることで、クラシック音楽の面白さ
がより立体的に見えてくるはず。「アンサンブル」の魅力を
（演奏映像を交えて）紹介します。
初心者の方も気軽に楽しめる講座です。

8月18日（水） 14:00～15:30
会場

日本ではいつからクラシック音楽が普及したのか？
オーケストラの始まりは？
紀元前から21世紀の日本まで、クラシック音楽の流れが
ざっくりわかる90分。

講座LIVE　

※7月1日（木）9時から申込開始

音楽講座Ⅰ

松田 亜有子 （音楽プロデューサー・元東京フィルハーモニー交響楽団・広報渉外部部長）講　師

シアター・入場無料
（要電話申込／ＴＥＬ 0258-29-7715）

8月19日（木） 14:00～15:30
会場

※7月1日（木）9時から申込開始

音楽講座Ⅱ

上越教育大学大学院学校教育深化コース（音楽）准教授。専攻は音楽学。2010年に上越教育
大学に着任し、日本の伝統音楽を中心に、世界の音楽文化とその歴史、芸術観や美意識について、
広く見渡す研究と教育を行なっている。著書に『おのずから出で来る能：世阿弥の能楽論、または
「成就」の詩学』（2020年、春秋社）など。

「アフィニス・セミナー＆音楽会2021」を
楽しむための音楽講座

大学卒業後、長岡リリックホール芸術顧問であった作曲家三善晃氏の下で音楽事業を創り上げたいと
強く願い、長岡市芸術文化振興財団に入職し、企画・広報に従事。その後、東京フィルハーモニー交響楽
団にて従事した後、芸術文化を取り巻く経済・経営について知見を高めるべくクラシック業界を越え、日
本郵政株式会社を経て、株式会社経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年５月、再び東京フィルに戻り、
広報渉外部部長として「東京フィル創立100周年記念ワールドツアー」「日韓国交正常化50周年記念
公演」「日中国交正常化45周年記念公演」等で、世界各地への広報や、主催者・協賛者との交渉を務め
る。2018年11月アーモンド株式会社を設立、現任。IGPI顧問を兼務。活水女子大学音楽学部ピアノ・
オルガン学科首席卒業。著書に『クラシック音楽全史』『クラシック名曲全史』（ダイヤモンド社）。

❽

❼

photo： K.Miura



（公財）アフィニス文化財団 事務局 ＴＥＬ：03-5797-7135
（公財）長岡市芸術文化振興財団 事業課（長岡リリックホール内） ＴＥＬ：0258-29-7715お問い合わせ

☆路線バス（JR長岡駅大手口）
　・8番線から「中央循環バス」で、〈内回り／県立近代美術館、外回り／ハイブ長岡〉バス停下車徒歩3分
　・2番線から「《日赤病院経由》江陽団地行きバス」で、〈ハイブ長岡〉バス停下車徒歩3分
　・2番線から「江陽環状線バス」で、〈大手大橋先回り／ハイブ長岡〉バス停下車徒歩3分
　・2番線から「《日赤病院経由》出雲崎行きバス」で、〈県立近代美術館〉バス停下車徒歩3分

☆自家用車
　・関越自動車道「長岡インターチェンジ」から車で約10分

アフィニス・セミナー＆音楽会  イベント一覧

長岡リリックホールへの交通のご案内

【プレイガイド】長岡リリックホール、長岡市立劇場、チケットぴあ・イープラス（室内楽演奏会のみ）
　　　　　　　※インターネットからもチケットをご予約いただけます。 ※整理券は窓口配布のみ ※学生券は長岡リリックホールのみのお取り扱い（要学生証の提示）

シアター 無料・申込不要上映

コンサートホール 無料・申込不要ＬＩＶＥセミナー

8/17（火）～20（金）

8/20（金）
10:30～、17:30～

シアター 無料・申込不要楽器別オンライン
ワークショップ

8/20（金）
12:15～、14:00～

コンサートホール 全席自由／2,500円
学生／1,000円※ 発売中8/21（土）

14:00 開演

シアター 無料・申込不要8/18（水）
10:30～11:30

❶

❷川崎音楽監督に質問！

❹室内楽演奏会

シアター 無料・申込不要8/19（木）
16:00～17:15❸吹奏楽プロジェクト（特別ビデオ上映）

コンサートホール 全席自由／1,000円 7/1（木）発売開始8/17（火）
19:00 開演❺未来へつなぐサマーコンサート

コンサートホール 無料・要整理券 7/1（木）配布開始8/22（日）
14:00 開演❽あいうえ音楽会

シアター 無料・申込不要8/17（火）・8/19（木）●アフィニス夏の音楽祭2019
　演奏会ハイライト

8/19（木）
14:00～15:30

コンサートホール 無料・要整理券 7/1（木）配布開始8/18（水）
19:00 開演

❻長岡少年少女合唱団ミニコンサート
　～大好きなふるさとを歌う～

シアター 無料・要電話申込 音楽講座Ⅰ・Ⅱ
7/1（木）9:00受付開始

8/18（水）
14:00～15:30

【ご協力のお願い】
本公演は、政府及び業界団体のガイドラインにおける新型コロナウイルス感染症対策を講じた公演となります。
ご来場前に上記webサイトより、「新型コロナウイルス感染拡大予防対策への取り組みとご来場のお客様へのお願いについて」をご確認ください。
  ・当日はマスクを着用してご来場ください。また会場入口で検温・手指の消毒にご協力をお願いします。・体調が優れない方（発熱・咳など）は、ご来場をお控えください。
  ・新型コロナウイルス感染症の影響により、公演を中止する場合があります。・チケット窓口の混雑回避にご協力をお願いします。(公演前日までにチケットをご購入ください。)

デザイン画は、長岡市立高等総合支援学校１年　
星野幹弘（ほしの・みきひろ）さんの作品です。

アフィニス・セミナー&音楽会2021 Nagaoka　主催 :　　 公益財団法人アフィニス文化財団、アフィニス夏の音楽祭長岡実行委員会
助成 : 芸術文化振興基金　　協賛 : JT、株式会社INPEX、公益財団法人長岡市米百俵財団、岩塚製菓株式会社、朝日酒造株式会
社、新潟照明技研株式会社、新潟高周波工業株式会社　協力 : 公益社団法人日本オーケストラ連盟、公益財団法人日本センチュリー交
響楽団、公益社団法人広島交響楽協会、藝大フィルハーモニア管弦楽団、長岡市立高等総合支援学校、国立大学法人上越教育大学、中
越華道会、新潟県立長岡聾学校、公益財団法人長岡市国際交流協会、一般財団法人長岡花火財団　後援 : 文化庁、ドイツ連邦共和国大
使館　　　　　、アメリカ合衆国大使館、カナダ大使館、駐日韓国大使館 韓国文化院、新潟県教育委員会、長岡市教育委員会、公益財
団法人新潟県文化振興財団、新潟県吹奏楽連盟、一般社団法人長岡観光コンベンション協会、長岡新聞社、栃尾タイムス社、NHK新潟
放送局、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ、TeNYテレビ新潟、UX新潟テレビ21、NCT、エフエムラジオ新潟、FMながおか80.7

シャトルバス発着場所

☆無料シャトルバス（毎日運行） ※アオーレ長岡前（大手通）⇔長岡リリックホール 

8/21（土）、8/22（日）

運行日 アオーレ長岡発 長岡リリックホール発

13:00 15:15（22日のみ）  15:45（21日のみ）

 9 :45　11:45　13:15
15:15　16:45　18:00

12:30　14:00　15:45
17:30　19:15　20:00（18日のみ）
21:15（17日のみ）

 9 :30　11:45　13:15
15:15　16:45

12:30　14:00　15:45
17:30　19:15

8/17（火）、8/18（水）

8/19（木）、8/20（金）

オンライン
室内楽セミナー

❼「アフィニス・セミナー＆音楽会2021」
　を楽しむための音楽講座Ⅰ・Ⅱ

イベント名 日時 会場 入場料等 備考
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