
２０２２年度事業計画 

 

１ フェスティバルの期間   ２０２２年８月１３日（土）～９月９日（金）（２８日間） 

               ２０２２年１１月２５日（金）・２６日（土）（２日間） 

 

２ 公式公演（公益目的事業） オーケストラ２プログラム４公演、オペラ３公演、室内楽３公演、 

室内楽勉強会１公演  計１１公演 

日 時 名  称 会 場 内    容 

8月13日(土) 

15:00 

ＯＭＦ室内楽勉強会 

～リート・デュオ～ 発表会 

あがたの森文化会館 

講堂 

「室内楽勉強会」で学んだ若手声楽家・ピアニ

ストによる発表会 

8月20日(土) 

16:00 
ふれあいコンサートⅠ 松本市音楽文化ホール 

演目：調整中  

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ メン

バー 他 

8月21日(日) 

15:00 
オペラ 公演１ まつもと市民芸術館 

演目：モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」 

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ 

指揮：沖澤のどか 

演出：ロラン・ペリー 

再演演出：ローリー・フェルドマン 

8月24日(水) 

18:30 
オペラ 公演２ まつもと市民芸術館 

演目：モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」 

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ 

指揮：沖澤のどか 

演出：ロラン・ペリー 

再演演出：ローリー・フェルドマン 

8月26日(金) 

19:00 

オーケストラ コンサート 

公演１ 
キッセイ文化ホール 

演目：武満徹／セレモニアル 

   ドビュッシー／管弦楽のための映像 

ストラヴィンスキー／春の祭典 

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ 

指揮：シャルル・デュトワ 

笙 ：宮田まゆみ（セレモニアル） 

8月27日(土) 

15:00 
オペラ 公演３ まつもと市民芸術館 

演目：モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」 

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ 

指揮：沖澤のどか 

演出：ロラン・ペリー 

再演演出：ローリー・フェルドマン 

8月28日(日) 

15:00 

オーケストラ コンサート 

公演２ 
キッセイ文化ホール 

演目：武満徹／セレモニアル 

   ドビュッシー／管弦楽のための映像 

ストラヴィンスキー／春の祭典 

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ 

指揮：シャルル・デュトワ 

笙 ：宮田まゆみ（セレモニアル） 

8月29日(月) 

19:00 
ふれあいコンサートⅡ 松本市音楽文化ホール 

演目：調整中  

演奏：ジャック・ズーン、イズー・シュア 他 

9月1日(木) 

19:00 
ふれあいコンサートⅢ 松本市音楽文化ホール 

演目：調整中  

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ ブラ

ス・アンサンブル メンバー 

11月25日(金) 

19:00 

オーケストラ コンサート 

30周年記念 特別公演１ 
キッセイ文化ホール 

演目：マーラー／交響曲第９番 

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ 

指揮：アンドリス・ネルソンス 

11月26日(土) 

15:00 

オーケストラ コンサート 

30周年記念 特別公演２ 
ホクト文化ホール 

演目：マーラー／交響曲第９番 

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ 

指揮：アンドリス・ネルソンス 



 

３ 若手音楽家・青少年育成事業（公益目的事業） 

期 日 名   称 会 場 内    容 

8月4日(木) 

～12日(金) 
ＯＭＦ室内楽勉強会 

～リート・デュオ～  
奥志賀高原 講師：白井光子  

8月30日(火) 

31日(水) 

11:00／15:00 

子どものためのオペラ 

（１日２公演  計４公演） 
まつもと市民芸術館 

演目：モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」 

より第１幕・第２幕 

演奏：小澤征爾音楽塾オーケストラ 

指揮：ケンショウ・ワタナベ 

演出：ローリー・フェルドマン 

9月7日(水) 

8日(木) 

11:00／14:00 

子どものための音楽会 

（松本会場 ４公演） 
キッセイ文化ホール 

演目：ベートーヴェン／交響曲第５番「運命」 

演奏：小澤征爾音楽塾オーケストラ 

指揮：ケンショウ・ワタナベ  

9月9日(金) 

11:00／14:00 

子どものための音楽会 

（長野会場 ２公演） 
ホクト文化ホール 

演目：ベートーヴェン／交響曲第５番「運命」 

演奏：小澤征爾音楽塾オーケストラ 

指揮：ケンショウ・ワタナベ 

 

４ その他事業（公益目的事業） 

期  日 名   称 会 場 内    容 

8月26日(金) 

18:30 
特別スクリーン・コンサート 大町市・長野市 

オーケストラ コンサートの模様を県内の特設

会場へライブ配信 

開催期間中 特別出前コンサート 県内福祉施設等 
県内の福祉施設等へＳＫＯメンバー等が出向

いて行う出前コンサート 

 

５ グッズ販売事業（収益事業） 

内  容 

・ＯＭＦオリジナルグッズ等の販売（インターネットでの通信販売も含む）を行い、来場者サービスの向上と営業

収益の増加を図ります。 

 

６ 関連事業【松本市主催事業】 

期  日 名   称 会 場 内    容 

7月15日(金) 

～9月9日(金) 
フェスティバル展 

八十二銀行ギャラリー、 

キッセイ文化ホール他 

オフィシャルカメラマンが撮影したフェステ

ィバルの模様を写真パネルで紹介 

8月6日(土) 

10:30 

歓迎演奏会 

「お城deハーモニー」 

松本城公園 

（雨天：中止） 

フェスティバルを歓迎する合唱団による演奏

会 

8月21日(日) 

9:30 

歓迎吹奏楽パレード・合同

演奏会 

松本市街地 

国宝松本城本丸庭園 

フェスティバルを歓迎する松本市内外の小・

中学校、一般の吹奏楽クラブ等によるパレー

ドと合同演奏会 

8月26日(金) 

18:30 
街角スクリーン・コンサート 

松本城公園 

上土劇場 

松本駅お城口広場 

オーケストラコンサートの模様を市内特設会

場へ生中継 

8月26日(金) 

18:30 
特別スクリーン・コンサート 

藤沢市・高山市 

姫路市・（犬山市） 

松本市シティプロモーション事業としてオー

ケストラコンサートの模様を県外の特設会場

へ生中継 

開催期間中 温ったか出前コンサート 松本市内の福祉施設等 
福祉施設等へＳＫＯメンバー等が出向いて行

う出前コンサート 

開催期間中 

歓迎演奏会 

「ウェルカム・ストリー

ト・ライブ」 

松本駅前広場ほか 

フェスティバルに来松される方々を地元音楽

愛好者が軽音楽などの演奏でもてなす歓迎演

奏会 

 



 

７ 特別公演（公益目的事業） 

 ⑴ 名称 

   セイジ・オザワ 松本フェスティバル特別公演 

「サイトウ・キネン・オーケストラ ブラス・アンサンブル」 

 ⑵ 日程・場所 

   ９月２日（金） 紀尾井ホール（東京） 

９月３日（土） 水戸芸術館コンサートホールＡＴＭ（水戸） 

 ⑶ 演奏 

   サイトウ・キネン・オーケストラ ブラス・アンサンブル メンバー 

 

（2022年3月28日現在） 

 

８ チケット販売 

⑴ 県内窓口発売 

  ア 日時：６月１１日(土) 午前１０時～（全国一斉発売） 

  イ 会場：３会場 

松本（松本市総合体育館）、長野（ホクト文化ホール）、伊那（長野県伊那文化会館） 

⑵ 全国販売（プレイガイド） 

  ア チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットを予定 

  イ 販売期間：一斉販売日から販売開始（販売状況を見ながら引き揚げを行う） 

  ウ ＰＲ：音楽専門誌、新聞、テレビ、ラジオ等を活用して広報します。 

また、残券情報を発信し、早くから鑑賞スケジュールを決められないファンの便宜を図ると共に、 

チケットの販売促進に取り組みます。 

⑶ ツアー販売（旅行社） 

 ア 目的：県外からの客層の獲得 

※公演鑑賞と交通（信州まつもと空港のＦＤＡ定期便やＪＡＬ季節運航便等を出来る限り利用）、

松本市内の宿泊をセットにしたツアー販売を条件に、企画内容、販売実績等を慎重に検討し、販

売先を決定します。 


