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「天満音楽祭」×「大阪環状線改造プロジェクト」
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大阪環状線クラシックトレイン
「ぐる KAN４オケ Classic」の鑑賞者を募集します！

★口眉期改遭プロジェクト

平 成 28 年 ７ 月 15 日
西日本旅客鉄道株式会社
天満音楽 祭実行 委員 会

ＪＲ西日本グループでは、平成 25 年度から「大阪環状線改造プロジェクト」をスタートし、大阪環状線のイ
メージ刷新とお客様満足度向上を図るため、さまざまな施策を展開してきました。
大阪環状線改造プロジェクトでは、
「音づくり、仲間づくり、街づくり」をコンセプトに長年音楽で地域を盛
り上げてきた「天満音楽祭」とのコラボレーションライヴを毎年実施しています。一昨年は大阪環状線初の車
内音楽ライヴ、昨年は大阪環状線駅構内やホーム等の６会場で同時ライヴを実施しました。
３回目となる本年のコラボレーションライヴは、大阪を代表する４大オーケストラにご協力いただき、
「ぐる
ＫＡＮ４オケ Classic」を開催することとなりました。大阪環状線改造プロジェクトと第 17 回天満音楽祭プレ
イベント実行委員会は、大阪環状線の電車内で各楽団２～３名によるアンサンブルをお楽しみいただける大阪
環状線クラシックトレインに 100 組 200 名様をご招待いたします。
多くの皆様のご応募をお待ちしております。
１．ライヴ名称：ぐるＫＡＮ４オケ Classic
２．実

施

日：平成 28 年９月 19 日（月・祝）13：35 頃 大阪駅発(予定)
※運行時刻は現時点での予定であり、変更する場合がございます
※スケジュールの詳細は、当選者にお知らせします

３．運 転 区 間：大阪環状線１周（大阪駅～外回り～大阪駅）
※所要時間は約 45 分

４．使 用 車 両：103 系８両編成 ※専用貸切列車として運行します
５．出

演：大阪交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団

(50 音順)

関西フィルハーモニー管弦楽団、日本センチュリー交響楽団

【103 系】

※各楽団の詳細は別紙１

６．主

催：西日本旅客鉄道株式会社
第 17 回天満音楽祭プレイベント実行委員会

後
７．参

援：大阪観光局
加

費：無料（大阪駅までの交通費はご負担願います）

８．募 集 人 数：100 組 200 名様
９．応 募 締 切：平成 28 年８月７日（日）
※ハガキの場合は当日消印有効
※応募条件、応募方法は別紙２

【本イベントのシンボルマーク】

別紙１

出演オーケストラ概要
・大阪交響楽団
1980 年創立。永久名誉楽団代表・敷島博子が『聴くものも、演奏するものも満足できる音楽を！』を
提唱。いつも聴衆を“熱く”感動させるその演奏は、
「魂の叫び」
「情熱の音」であると評されています。
2010 年 4 月に楽団名を「大阪交響楽団」とし、2012 年 4 月に支援組織を統合し、一般社団法人大阪交
響楽団となりました。2016 年 4 月からは、日本楽壇最長老の外山雄三がミュ－ジック・アドバイザ－に
就任、常任指揮者の寺岡清高と共に、さらなる楽団の飛躍が期待されています。

・大阪フィルハーモニー交響楽団
1947 年、朝比奈隆を中心に｢関西交響楽団｣という名称で生まれ、創立から 2001 年までの 55 年間、朝
比奈隆が常任指揮者・音楽総監督を務めました。第 2 代音楽監督・大植英次の後を受け、現在は井上道
義が首席指揮者を務めています。
「定期演奏会」をフェスティバルホールで行うほか、平日昼の演奏会「マ
チネ・シンフォニー」
、御堂筋や中之島を中心とした音楽イベント「大阪クラシック」など幅広い活動を
行っています。

・関西フィルハーモニー管弦楽団
1970 年発足。2003 年に NPO 法人化し、2014 年には認定 NPO 法人化。関西を代表する楽団の一つ。
世界的ヴァイオリニストでもあるオーギュスタン・デュメイは 2008 年より首席客演指揮者を務め、2011
年より楽団史上初の音楽監督に就任。藤岡幸夫は 2000 年より正指揮者を務め、2007 年より首席指揮者
に就任。飯守泰次郎は 2001 年より常任指揮者を務め、2011 年桂冠名誉指揮者に就任。2014 年 10 月よ
りスタートした BS ジャパンの音楽番組「エンター・ザ・ミュージック」
（毎週月曜夜 11 時）に藤岡幸
夫と共に出演中。2015 年 5 月から 6 月にかけては、スイス・ドイツ・イタリアの 3 カ国 5 都市を巡る楽
団初のヨーロッパツアー（合計 5 公演）を開催し、各地で大きな注目を集めました。

・日本センチュリー交響楽団
日本センチュリー交響楽団は 1989 年に活動を開始し、創立 25 周年を迎えた 2014 年度には首席指揮
者に飯森範親を、首席客演指揮者にアラン・ブリバエフを迎え新たなスタートを切りました。2015 年度
はアーティスト・イン・レジデンスに小山実稚恵を迎え、シンフォニー定期演奏会の金曜・土曜２回連
続公演や、ハイドンの交響曲を全曲演奏・録音する「ハイドンマラソン」などにチャレンジしてきまし
た。2016 年からは大阪府豊中市に完成予定の豊中市立文化芸術センターの指定管理事業に携わり、豊中
市の文化芸術の発展に尽力します。

出演者と曲目（予定）
楽団名

氏名

楽器

曲目
ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ：ﾕｰﾓﾚｽｸ

大谷 雄一

チェロ

ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ：ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ吹きの休日
讃歌：ｱﾒｰｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾚｲｽ
ﾊﾞﾘｴｰﾙ：二本のﾁｪﾛのためのｿﾅﾀより第三楽章

大阪交響楽団

日本民謡：さくらさくら
大槻 健太郎

コントラバス

ﾊｰﾗｲﾝ：星に願いを
ﾆｰﾉﾛｰﾀ：ｺﾞｯﾄﾞﾌｧｰｻﾞｰより愛のﾃｰﾏ
ﾛｯｼｰﾆ：ﾁｪﾛとｺﾝﾄﾗﾊﾞｽのための二重奏曲 (全楽章)

大阪フィルハー
モニー交響楽団

関西フィルハー
モニー管弦楽団

日本センチュリ
ー交響楽団

高山 佳南子

ヴァイオリン

藤木 愛

ヴァイオリン

ｷﾞｵﾙｷﾞ・ﾊﾞﾌﾞｱｾﾞ

ヴァイオリン

ｻﾞｻﾞ・ｺﾞｸﾞｱ

ヴァイオリン

池原 衣美

ヴァイオリン

永松 祐子

ヴィオラ

望月 稔子

チェロ

ﾊﾞﾙﾄｰｸ：44 の二重奏曲より
ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲 第 5 番 ト短調
ｲｷﾞﾘｽ民謡：ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰｳﾞｽ

ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾃﾞｨﾍﾞﾙﾃｨﾒﾝﾄ第 17 番ニ長調 k.334 よりﾒﾇｴ
ｯﾄ
ｳﾞｧｼﾞｬ・ｱｻﾞﾗｼｳﾞｨﾘ：ﾉｸﾀｰﾝ
ｼﾞｮｰｼﾞｱ（ｸﾞﾙｼﾞｱ）民謡ﾒﾄﾞﾚｰ
ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：弦楽三重奏曲（弦楽ﾄﾘｵ D.471 変ロ長調）
菅野ようこ：花は咲く
葉加瀬太郎：情熱大陸
角野寿和/青葉紘季：365 日の紙飛行機
S.ｼﾞｮﾌﾟﾘﾝ：ｴﾝﾀｰﾃｨﾅｰ
L.ﾛｰｾﾞﾝﾏﾝ：ｴﾃﾞﾝの東

天満音楽祭とは
2000 年、大阪・天満の地元のバンド仲間が始めた地域音楽祭。「音づくり、仲間づくり、街づくり」
をテーマとして、地域住民の方々や多くのボランティアで運営され育った地域イベントです。あらゆる
ジャンルのミュージシャン 300 組近くが出演。天満エリアを中心とした様々な会場で催されます。17 年
目を迎える今年も、10 月２日（日）に開催されます。

ウェルカムコンサート
ライヴ当日は、大阪ステーションシティ南ゲート広場に設置する受付横で、大阪音楽大学管楽器専攻
生によるウェルカムコンサートを開催します（12:20 頃開始予定）
。こちらは鑑賞無料・申込不要です。

別紙２

天満音楽祭×大阪環状線改造プロジェクト

†ENMA

◆啓冒・÷
b

IvAL

tt

みんなの◎に朋
tt

◆
b
◆・・多
●

第1徊天満音楽祭

★阪環状紐改造プロジェクト

鑑賞者募集要項
１．実施概要
（１）ライヴ名称：ぐるＫＡＮ４オケ Classic
（２）実 施 日：平成 28 年９月 19 日（月・祝）13：35 頃大阪発
※運行時刻は現時点での予定であり、変更する場合がございます。
（３）運転区間：大阪環状線１周（大阪駅～外回り～大阪駅）
（４）使用車両：103 系８両編成
※専用貸切列車として運行します。１楽団１車両（計４両）を使用します。
（５）出

演（50 音順）

大阪交響楽団
大阪フィルハーモニー交響楽団
関西フィルハーモニー管弦楽団
日本センチュリー交響楽団
※上記４楽団のいずれかをご鑑賞いただけます。各楽団２～３名によるアンサンブルです。
２．鑑賞のお申し込み
（１）募集人数 １００組（２００名）様 ※応募者多数の場合は抽選となります。
（２）参加費 無料（大阪駅までの交通費はご負担願います）
（３）応募条件
２名１組でご応募下さい。
※未就学のお子様の鑑賞はご遠慮願います。また、お申込代表者は高校生以上に限ります。
※立ち見となる場合もございますので予めご了承ください。
※応募はお一人様１回限りとさせていただきます。
（４）応募方法
＜ハガキの場合＞
・往復ハガキでお申し込み下さい
・「往信」に、①氏名、②性別、③年齢、④ご自宅の住所、⑤電話番号（日中つながるもの）、
⑥同伴者氏名、⑦鑑賞希望楽団（第４希望まで）、⑧車いす介助の要否、を記入して下さい。
※ご鑑賞いただく楽団はご希望に添えない場合もあります。あしからずご了承ください。
※楽団ごとに演奏車両は異なります。車両間の移動はできません。
・「返信」に、①ご自宅の住所・②氏名を予めご記入ください。
・宛先 〒530‐0044 大阪市北区東天満１－３－１１ 東天満下村ビル 10 階
株式会社エムズプロジェクト内 第 17 回天満音楽祭プレイベント実行委員会事務局
「ぐる KAN４オケ Classic」係 宛

＜ＷＥＢの場合＞
・パソコンまたはスマートフォンから天満音楽祭ホームページ（http://ten-on.jp/）にアクセスし、
「応募フォーム」に必要事項をご記入ください。

（５）応募〆切 平成２８年８月７日（日） ※ハガキの場合、当日消印有効
（６）当選者発表
抽選結果の発表は、当選通知の発送をもってかえさせていただきます。
（７）お問い合わせ先
第 17 回天満音楽祭プレイベント実行委員会事務局
メール：gurukan4ok@ten-on.jp
３．注意事項
◆参加資格は小学生以上に限らせていただきます。
◆介護など必要な方は、保護者または介護者とご一緒にお申込みください。
◆当選者様ご本人及び同行者のみ参加可能です。他人への譲渡および転売などはご遠慮ください。
◆当日は列車に報道関係者が同乗する場合があります。
◆応募状況や抽選結果などに関するお問い合わせにはお答えできません。あらかじめご了承ください。

