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     ■会   期 ： ２０１４年１月８日（水）１８：５０開演 
     ■会   場 ： オーチャードホール（渋谷・Ｂｕｎｋａｍｕｒａ） 
     ■応 募 締 切      ： ２０１３年１２月５日（木）必着 
 

 住友不動産販売株式会社（本社：東京都新宿区、社長：田中俊和）は、“家族そろって楽しめるコン

サート”として、『第８９回ニューイヤーステップコンサート』を２０１４年１月８日（水）に、東京・

渋谷オーチャードホール（Bunkamura）で開催。抽選で２,１５０名様を無料にてご招待します。 

 

 『第８９回ニューイヤーステップコンサート』では、ニュージーランドを拠点に、日本をはじめ世界

各地で活躍するコントラバス奏者の池松宏氏をゲストに迎え、パーソナリティを務める国際派ヴァイオ

リニストの千住真理子氏と共演。ヴァイオリンとコントラバスのための協奏的大二重奏曲「グラン・ デ

ュオ・コンチェルタンテ」（ボッテシーニ）で超絶技巧を披露します。加えて、ニューイヤーコンサー

トに相応しいＪ．シュトラウスⅡのポルカ「トリッチ・トラッチ」やオペレッタ「こうもり」序曲、ヨ

ーゼフ・シュトラウスのポルカ「鍛冶屋」など盛りだくさんのプログラムを、円光寺雅彦の指揮、新日

本フィルハーモニー交響楽団の演奏でお届けします。 

 

 このコンサートへのご応募は、郵便はがきに必要事項〔郵便番号・住所、氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、職業、電話

番号、ご希望人数（本人含む）とそれぞれの年齢＝６歳未満の方の入場はご遠慮願います＝〕を明記の

上、当事務局宛にお申し込み下さい。事務局よりご招待券（入場整理券）をお送りします。応募多数の

場合は抽選とさせていただきます。なお、インターネットでのお申し込みも可能です。 

＝２０１３年１２月５日（木）必着＝ 

 

 「ステップコンサート」は、“家族みんなで楽しめるコンサート”をテーマに１９８７年１２月にス

タートしました。毎回国内外で活躍の指揮者や演奏家、オーケストラを迎え、初心者から本格的クラシ

ックファンまで充分ご満足いただける内容です。今までに延べ約 20 万名のお客様を無料でご招待して

まいりました。 

 『第８９回ニューイヤーステップコンサート』の当日は、介助犬育成のための募金箱を会場に設置い

たします。集まりました募金は社会福祉法人日本介助犬協会へ寄託し、介助犬育成のための活動に活用

いたします。（介助犬とは、身体の不自由な方の手足となって、日常生活の手助けをするためにトレー

ニングを積んだ犬のことです。） 

 なお、このステップコンサートシリーズは、児童福祉向上のために特にすぐれたコンサートであると

の評価を受け、１９９６年より「厚生労働省 社会保障審議会特別推薦 児童福祉文化財」に指定されて

います。 

 

『第８９回ニューイヤーステップコンサート』 
２,１５０名様を無料ご招待！！ 

～コントラバス奏者の池松宏氏をゲストに迎えて～ 

パーソナリティ＆ヴァイオリン：千住真理子 
指 揮：円光寺雅彦／管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団 

 住友不動産販売主催の“家族そろって楽しめるコンサート” 
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第６３回サマーステップコサート 

 

 

■申込方法 ： ●郵便はがきの場合 

         代表者の①郵便番号・住所②氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)③職業④電話番号 

         ⑤参加希望人数(本人含む)⑥それぞれの年齢を明記の上、下記宛先まで 

         ご応募下さい。 

         ※６歳未満の方の入場はご遠慮願います。 

 

         ＜申込先＞ 

          〒１６３－０８１９ 

          新宿区西新宿２－４－１ 新宿ＮＳビル１９階 

          住友不動産販売（株） 

          『第８９回ニューイヤーステップコンサート』事務局（貴紙・誌・サイト名）係 

 

           

        ●インターネットの場合 

         住友不動産販売のホームページからご応募ください。 

 

          ＵＲＬ＝ http://www.stepon.co.jp 

 

         ※電話でのチケットの応募はできません。 

 

■応募締切 ： ２０１３年１２月５日（木）必着 

 

■ご招待数 ： ２,１５０名様（抽選） 

        ・当選者の発表は、お申し込みの方への招待券（入場整理券）の発送をもって 

         代えさせていただきます。 

        ・招待券（入場整理券）は実施日の約２週間前に発送する予定です。 

        ・応募の際にお客様がご記入された個人情報は、ステップコンサートの抽選以外 

には使用いたしません。 

  

 

『第８９回ニューイヤーステップコンサート』参加募集概要 
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◆紙・誌面にご掲載いただく際の一般の皆様からのお問合せ先 

 住友不動産販売株式会社 ステップコンサート事務局 

  TEL.０３－３３４６－８５２５ 

◆掲載に関する報道関係の皆様からのお問合せ先 

 ㈱ジェーワン 久保、野尻 

  TEL.０３－３５８４－４９８１ 

 

 

 

■名  称 ： 『第８９回ニューイヤーステップコンサート』 

 

■主  催 ： 住友不動産販売株式会社 

 

■日  時 ： ２０１４年１月８日（水） 

        開場＝１８：００、開演＝１８：５０、終演予定＝２０：５０  

 

■会  場 ： オーチャードホール（渋谷・Ｂｕｎｋａｍｕｒａ） 

        〒１５０－００４３ 渋谷区道玄坂２－２４－１ 

 

■出 演 者     ： ヴァイオリン・お話：千住 真理子（せんじゅ まりこ） 

        指 揮：円光寺 雅彦（えんこうじ まさひこ） 

        管 弦 楽：新日本フィルハーモニー交響楽団 

        コントラバス：池松 宏（いけまつ ひろし） 

        司 会：好本 惠（よしもと めぐみ） 

※ 出演者に関するお問い合わせは 

 （株）ＮＨＫプロモーション 永田まで 

           TEL.０３－５７９０－６４２３ 

 

■入  場 ： 無料（応募当選者） 

 

■曲目予定 ： Ｊ．シュトラウスⅡ／ポルカ「トリッチ・トラッチ」 

        Ｊ．シュトラウスⅡ／ワルツ「南国のバラ」 

        Ｊ．シュトラウスⅡ／オペレッタ「こうもり」序曲 

       ヨーゼフ・シュトラウス／ポルカ「鍛冶屋」 

ボッテシーニ／ヴァイオリンとコントラバスのための協奏的大二重奏曲 

       「グラン・ デュオ・コンチェルタンテ」 

クライスラー／愛の喜び 

エルガー／愛のあいさつ 

                                 ほか 

 

        ※曲目は都合により変更される場合があります。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先一覧 

 

『第８９回ニューイヤーステップコンサート』概要 
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千住 真理子（ヴァイオリン・お話） 

Mariko Senju 

2 歳半よりヴァイオリンを始める。全日本学生音楽コンクール小学生の部全国 1 位。NHK 交響楽団と共

演し 12 歳でデビュー。日本音楽コンクールに最年尐 15 歳で優勝、レウカディア賞受賞。パガニーニ国

際コンクールに最年尐で入賞。慶応義塾大学卒業後、指揮者故ジュゼッペ・シノーポリに認められ、87

年ロンドン、88 年ローマデビュー。国内外での活躍はもちろん、文化大使派遣演奏家としてブラジル、

チリ、ウルグアイ等で演奏会を行う。また、チャリティーコンサート等、社会活動にも関心を寄せてい

る。 

1993 年文化庁「芸術作品賞」、1994 年度村松賞、1995 年モービル音楽賞奨励賞各賞受賞。 

1999 年 2 月、ニューヨーク･カーネギーホールのウェイル･リサイタルホールにて、ソロ･リサイタルを

開き、大成功を収める。 

2002 年秋、ストラディヴァリウス「デュランティ」との運命的な出会いを果たし、話題となる。 

2010 年はデビュー35 周年を迎えた。 

クライスラー没後 50 年にあたる 2012 年 12 月には最新アルバム「愛のクライスラー」をリリースした。 

2013 年には全国で 1 月にプラハ交響楽団、12 月にスーク室内オーケストラとのツアーを行う。 

コンサート活動以外にも、講演会やラジオのパーソナリティを務めるなど、多岐に亘り活躍。著書は「聞

いて、ヴァイオリンの詩」（時事通信社、文藝春秋社文春文庫）「歌って、ヴァイオリンの詩２」母との

共著「母と娘の協奏曲」（以上時事通信社）「命の往復書簡 2011～2013」（文藝春秋社）など多数。 

千住真理子オフィシャル・ホームページ http://www.marikosenju.com/ 
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円光寺 雅彦（指揮） 

Masahiko Enkoji 

桐朋学園大学指揮科卒業。指揮を斎藤秀雄、オトマール・スウィトナーに師事。東京フィル指揮者、仙

台フィル常任指揮者、札幌交響楽団正指揮者を歴任。他にも N 響、読売日響、大阪フィルなど日本の各

オーケストラに客演。海外でもプラハ交響楽団定期演奏会に客演したのをはじめ、BBC ウェールズ交響

楽団、ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団、フランス・ブルターニュ管弦楽団などに客演。また、NHK

「名曲アルバム」や「おーいニッポン」「あなたが主役～音楽のある街で」などの番組にも定期的に出

演中。国際的指揮者として現在最も期待されている。 
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池松 宏（コントラバス） 

Hiroshi Ikematsu 

1964 年ブラジルに生まれる。19 歳よりコントラバスを始め、堤俊作氏に師事。桐朋学園大学音楽学部入学

後、オーケストラ、室内楽などを小野崎充、西田直文、田中雅彦の各氏に師事。在学中、桐朋学園オーケス

トラとコンチェルトを協演。卒業後、カナダにてゲーリー・カー氏に師事。89 年 NHK 交響楽団に入団、94

年より同団首席奏者を務める傍ら、ソロや室内楽などでも幅広く活躍。92 年指揮者を置かない弦楽合奏団「ス

トリング・アンサンブル“ヴェガ”」を創立し、毎年一回の定期公演を開催。また、現代曲の演奏や初演に積

極的に取り組む「プレイアード五重奏団」のメンバーとして、アルバムをリリース。 

99 年には初のソロ・リサイタルを開催、洗練された音楽性と驚異的なテクニックを披露し、一躍話題の的と

なった。その後もびわ湖ホール、白寿ホール、サントリーホール小ホールなどでリサイタルを行い、いずれ

も好評を得た。さらに、ライブ活動も積極的に行い、ソロ、コントラバス・アンサンブル、サイレントベー

ス 5 台によるアンサンブルによる公演等、クラシックの枠にとらわれない柔軟なアイデアとパフォーマンス

で数多くの聴衆を魅了した。その他、倉敷音楽祭、宮崎国際音楽祭、ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン、

ドレスデン音楽祭、サイトウ・キネン・フェスティバル松本への参加、JT アートホール室内楽シリーズの出

演等、国内外の一流演奏家からの信頼も厚く、共演を希望する声は後を絶たない。レコーディングも活発に

行っており、これまでに５枚（「オーパ、コントラバス！」「ノーヴァ、コントラバス！」「５つのアヴェマリ

ア」「ラフマニノフ：チェロソナタ」「日本の詩」のソロ・アルバムをリリースしている。 

2006 年 NHK 交響楽団を退団。拠点をニュージーランドに移し、同年 5 月ニュージーランド交響楽団首席コ

ントラバス奏者に就任。 2007 年 11 月にはニュージーランドでリサイタルを開催、2008 年、2012 年には日

本でもリサイタルツアーを行う。2010 年 8 月には、ポーランドのコントラバス音楽祭に招かれ、リサイタル

やマスタークラスを行い、大成功を収める。2011 年 2 月にはニュージーランドの室内楽フェスティバルに出

演、11 月には、NZSO のツアーでヴァイオリンのイリヤ・カーラーとボッテシーニのグラン・デュオ・コンチ

ェルタンテを共演、さらなる評価を高め、世界のトップ・コントラバス奏者の一人として注目を集めている。 

サイトウキネン・オーケストラ、水戸室内楽、紀尾井シンフォニエッタ東京、東京アンサンブルのメンバー

としても活動を続けると共に、日本ではオーケストラ・スタディ・ワークショップを 20 年以上毎年開催、

NZ でも度々開催し、2011 年にはオーストラリアのメルボルンの、Australian National Academy of Music か

ら招聘されマスタークラスを行うなど、後進の指導にも勢力的に力を注いでいる。 

 



7 
 

新日本フィルハーモニー交響楽団  

New Japan Philharmonic 

1972 年、指揮者・小澤征爾のもと自主運営のオーケストラとして創立。本拠地は「すみだトリフォニ

ーホール」。2003 年にクリスティアン・アルミンクが音楽監督就任。また 2010 年 9 月よりダニエル・

ハーディングが Music Partner of NJP に就任した。 

2004 年夏より音楽家・久石譲と組み、“新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ”を立ち

上げ注目を集めている。映画『崖の上のポニョ』などでは管弦楽を担当。 

新日本フィル HP  http://www.njp.or.jp/njp/index.html 

 

 

好本 惠（司会） 

Megumi Yoshimoto 

元ＮＨＫアナウンサー。「きょうの料理」「すくすく赤ちゃん」「NHK 俳壇」「ペット相談」を担当。現在 

NHK の「ＴＶシンポジウム」などの司会をする他、十文字学園女子大学客員教授、立正大学、NHK 文

化センターなどの講師も務める。ＬＬＰ「ことばの杜」メンバーとして「東京・春・音楽祭」などに出

演。著書に「話しことばの花束」（リヨン社）などがある。 

 

 


