ピエタリ・インキネン
日本フィル次期首席指揮者就任決定!!
（2016 年 9 月～）
2015 年 4 月 20 日
公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団
理事長 平井俊邦
2016 年 6 月に創立 60 周年を迎える日本フィルは、現在の充実した指揮者陣とともに、さらなる飛
躍を目指し、同 9 月より、ピエタリ•インキネン（現・首席客演指揮者）を首席指揮者に迎えます。
任期は 3 年を予定。2015/16 シーズンは、首席客演指揮者として契約を延長いたします。
同ポスト就任後は、これまでも継続的に取り組んできたシベリウスはもちろん 2013 年 9 月の東京
定期演奏会での「ワルキューレ」の大成功を踏まえ、ワーグナーの世界にも踏み込んでいく予定で
す。さらに、ブラームス、ブルックナー、R.シュトラウスといった重厚で深みのあるロマン派の音
楽や、オーケストラの基盤ともいうべき古典派も積極的に演奏して参ります。
また、演奏にとどまらず、若いオーケストラ・プレーヤー育成を目的とした新たなプロジェクトの
提案など、エデュケーションにも力を入れたいというマエストロからの強い意向も実現させて参り
たいと思います。
2015 年 9 月から首席指揮者を務めるプラハ交響楽団をはじめ、世界的な活躍を展開するピエタリ・
インキネンと日本フィルの今後にご期待ください。
なお現首席指揮者アレクサンドル・ラザレフは 2016 年 9 月より桂冠指揮者兼芸術顧問に就任いた
します。2008 年の首席指揮者就任以降、8 年間に渡り、ロシア音楽を基盤とし、極めて合理的かつ
綿密なリハーサルを通じて日本フィルを新たなレヴェルへ導いてきているその功績は何にも代え
がたいものがあります。引き続き、年 2 回の来日を通じて、日本フィルを牽引して参ります。
今後とも新しい体制の下で展開する日本フィルにご注目いただき、さらにご支援くださいますよ
う、お願い申し上げます。

ワーグナー・ガラ・コンサート
2016 年 9 月 27 日（火） サントリーホール

就任披露演奏会

指揮：ピエタリ・インキネン

テノール：サイモン・オニール
他

Pietari Inkinen assumes the role of Chief Conductor of the Japan Philharmonic Orchestra in September 2016. His
initial contract is for three years.
Mo. Inkinen is currently a Principal Guest Conductor of JPO since 2009 and he will continue to conduct through the
2015/16 season.
In the coming season, while flourishing further with the works of Sibelius, JPO will step into the world of Wagner with
Mo. Inkinen. The orchestra is determined to show the diversity in their repertoire by including works from the
Romantic period and the Classical period in their future programs. Beside the orchestral performance, JPO is aiming
to start a new educational project with Mo. Inkinen.
Mo. Pietari Inkinen said,
“I am proud to take up the role of Chief Conductor of the Japan Philharmonic Orchestra from the 16/17 season. It is
with great excitement that I look forward to deepening our already very fruitful and successful relationship. I am also
pleased to be able to be present more frequently in one of my favourite cities— and one of the best halls in the world.”
Mr. Toshikuni Hirai, the President and CEO of JPO said,
"We are extremely pleased and proud to expand our future with Mo.Inkinen, our superior partner.
With Mo. Inkinen, acclaimed young conductor of his generation, JPO is resolves to evolve onto a new stage
and to refine the value and the asset of the orchestra."

First Concert as the new Chief Conductor
Tuesday 27th September 2016 at Suntory Hall
WARGNER GALA CONCERT
Conductor: Pietari INKINEN
Tenor: Simon O'NEILL
etc.

ピエタリ・インキネン×日本フィル これからの演奏会
■第 669 回東京定期演奏会 ※両日ともプレトーク有！マエストロ登場！
2015 年 4 月 24 日、25 日 サントリーホール
ピアノ：アンジェラ・ヒューイット
ブラームス：ピアノ協奏曲第 1 番
ブルックナー：交響曲第 7 番

■669th SUBSCRIPTION CONCERTS
April 24th & 25th, 2015, at Suntory Hall
Piano: Angela Hewitt
BRAHMS: Concerto for Piano and Orchestra No.1
BRUCKNER: Symphony No.7 in E-major

■第 675 回東京定期演奏会
2015 年 11 月 6 日、7 日 サントリーホール
ソプラノ：ヘレナ•ユントゥネン
テノール：西村悟
【シベリウス生誕 150 周年】
シベリウス：歴史的情景第 1 番
シベリウス：交響詩《ルオンノタール》
【マーラー撰集】
マーラー：大地の歌

■675th SUBSCRIPTION CONCERTS
Novemver 6th and 7th 2015 Suntory hall
Soprano: Helena Juntunen
Tenor: Nishimura Satoru
Sibelius: Scenes historiques I
Sibelius：Tone-poem “Luonnotar”
Mahler: Das Lied von der Erde

■杉並公会堂シリーズ第 4 回
2015 年 11 月 13 日 杉並公会堂

■Suginami koukaido Series 2015
November 13th ,2015 Suginami koukaido

■第 312 回横浜定期演奏会
2015 年 11 月 14 日 神奈川県民ホール

■312th Yokohama Subscription concert
November 14th, 2015 Kanagawa kenmin hall

■第 6 回相模原定期演奏会
2015 年 11 月 15 日 相模女子大学グリーンホール

■Sagamihara Subscription concert
November 15th 2015 Sagamihara Green hall

指揮・ヴァイオリン：ピエタリ・インキネン
ヴァイオリン：扇谷泰朋［ソロ•コンサートマスター］
シベリウス：歴史的情景第 2 番
J.S.バッハ：2 挺のヴァイオリンのための協奏曲
チャイコフスキー：交響曲第 5 番

Conductor and Violin: Pieatri Inkinen
Violin:Ogitani Yasutomo
Sibelius：Scenes historiques Ⅱ
J.S. Bach: Concerto for 2 violins
Tchaikovsky: Symphony No.5

■第 316 回横浜定期演奏会
2016 年 4 月 16 日 横浜みなとみらいホール
ヴェルディ：レクイエム

■316th Yokohama Subscription concert
April 16th 2016 Yokohama Minato-mirai Hall
Verdi: Messa de requiem

■第 679 回東京定期演奏会
2016 年 4 月 22 日、23 日 サントリーホール
ヴァイオリン：庄司紗矢香
ブリテン：ヴァイオリン協奏曲
ホルスト：組曲《惑星》

■679th Subscription concert
April 22nd and 23rd, 2016 Suntory Hall
Violin: SHOJI Sayaka
Britten: Violin Concerto
Horst: Suite” The Planet

