
2014 年5 月22 日 

関係各位                                              〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 

                           

                                                  （コード番号：6963）    

２０１４年度 

「ローム 京都の音楽文化への支援」内容決定！ 

半導体メーカーのローム株式会社（本社：京都市）は、2014年度も、京都の音楽文化の普及と発展のための支援を積極的に行います。 

ロームの音楽文化への支援は、1965 年の音楽書籍出版に始まり、1989 年に開始したコンサートの開催・支援など、幅広い活動を展開

しています。そして京都に本社を置く企業として、地元・京都の音楽文化への支援も積極的に取り組んでいます。2014 年度、ロームが 

支援する京都の音楽文化への支援の詳細をお知らせいたします。 

2014 年度 ロームが支援するコンサート一覧 （会場は全て京都） 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記は 2014 年5 月22 日時点で決定している公演のみです。詳細は別紙をご参照ください。 

 
＜この件に関するお問合せ先＞ 

ローム株式会社 メセナ推進室 
〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21 

TEL(075)311-2121、FAX(075)311-1248 

〒615-8585  
京都市右京区西院溝崎町21  

TEL: 075-311-2121  

FAX: 075-311-1248  
http://www.rohm.co.jp  

 

京都・国際音楽学生フェスティバル2014

2014/4～2015/3　 2014/5/24（土）～28（水）　18:30～　（25日のみ15:00～）

第18回 京都の秋 音楽祭 開会記念コンサート 大阪フィルハーモニー交響楽団 京都特別演奏会

2014/9/14（日）　14:00～　 2014/10/18（土）　15:00～　

指揮：
広上 淳一

ピアノ：
佐藤 彦大

管弦楽：
京都市交響楽団

指揮：
金 聖響

ピアノ：
ファジル・サイ

管弦楽：
大阪フィルハーモニー交響楽団

2014年度 京都市交響楽団
定期演奏会・特別演奏会／オーケストラ・ディスカバリー2014

出演：
世界10カ国の音楽学生　（22校　103名）

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73「皇帝」
ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調 作品67「運命」

モーツァルト／歌劇「魔笛」序曲
モーツァルト／ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
チャイコフスキー／交響曲 第5番 ホ短調 作品64

⇐

2014/6/15(日)

第1回

ｵｰｹｽﾄﾗ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

指揮：

広上 淳一

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：

南 紫音

ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：

ガレッジセール

⇐

2014/6/20(金)

第580回

定期演奏会

指揮：

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｼﾞｬｯﾄﾞ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：

ｸﾘｽﾄﾌ･ﾊﾞﾗｰﾃｨ

⇐

京都・国際音楽学生

フェスティバル2013

フィナーレの様子

⇒

第17回 京都の秋 音楽祭

開会記念コンサートの様子

⇒

昨年の大阪フィル

ハーモニー交響楽団
京都特別演奏会の

様子
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（別紙）

2014年度 ロームが支援するコンサート一覧（詳細）

1

会場 京都コンサートホール 大ホール

お問合わせ 京都コンサートホール・チケットカウンター　075-711-3231

主催 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団　京都市

協賛 ローム株式会社

ﾁｹｯﾄ料金 S:\4,500　A:\4,000　B:\3,500　P:\2,000

日程 時間 指揮 独奏
第578回定期演奏会 2014/4/25（金） 19:00～ 下野 竜也 ｾﾘｰﾇ･ﾓﾜﾈ（ｵｰﾎﾞｴ）

第579回定期演奏会 2014/5/24（土） 14:30～ 広上 淳一 川本 嘉子（ｳﾞｨｵﾗ）

第580回定期演奏会 2014/6/20（金） 19:00～ ｼﾞｬｰﾑｽﾞ･ｼﾞｬｯﾄﾞ ｸﾘｽﾄﾌ･ﾊﾞﾗｰﾃｨ（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）

第581回定期演奏会 2014/7/18（金） 19:00～ 外山 雄三

第582回定期演奏会 2014/8/10（日） 14:30～ ｴﾄﾞｳｨﾝ･ｱｳﾄｳｫｰﾀｰ 森 麻季（ｿﾌﾟﾗﾉ）

第583回定期演奏会 2014/9/27（土） 14:30～ ﾄﾞﾐﾄﾘｰ･ﾘｽ 川久保 賜紀（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）

第584回定期演奏会 2014/10/24（金） 19:00～ ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｵﾘｳﾞｨｴﾘ=ﾓﾝﾛｰ ﾆｺﾗｲ･ﾎｼﾞｬｲﾉﾌ（ﾋﾟｱﾉ）

第585回定期演奏会 2014/11/23（日） 14:30～ 飯守 泰次郎

第586回定期演奏会 2015/1/22（木） 19:00～ 広上 淳一 舘野 泉（ﾋﾟｱﾉ）

第587回定期演奏会 2015/2/22（日） 14:30～ ｵｯｺ･ｶﾑ ﾅﾚ･ｱﾙｶﾞﾏﾆﾔﾝ（ﾋﾟｱﾉ）

第588回定期演奏会 2015/3/29（日） 14:30～ 高関 健 滝 千春（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）

ﾁｹｯﾄ料金 S:\5,000　A:\4,000　B:\3,000　（ﾆｭｰｲﾔｺﾝｻｰﾄのみ P:\2,000）

日程 時間 指揮 独奏
2014/12/27・28
（土・日）

14:30～ 大野 和士

2015/1/11（日） 14:30～ 垣内 悠希 宮田 大（ﾁｪﾛ）

ﾁｹｯﾄ料金

日程 時間 指揮 独奏 ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ

ｵｰｹｽﾄﾗをきいてみよう！ 2014/6/15（日） 14:00～ 広上 淳一 南 紫音（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ） ｶﾞﾚｯｼﾞｾｰﾙ

ｵｰｹｽﾄﾗが描く世界 2014/8/31（日） 14:00～ 西本 智実 ｶﾞﾚｯｼﾞｾｰﾙ

ｵｰｹｽﾄﾗってなぁに？ 2014/11/30（日） 14:00～ 高関 健 山口 智充

ｵｰｹｽﾄﾗと指揮者 2015/2/8（日） 14:00～ 沼尻 竜典 黒川 侑（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ） ﾛｻﾞﾝ
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日時 2014/5/24（土）～28（水）　18:30～　（25日のみ15:00～）

会場 京都府立 府民ホール アルティ

出演 日本を含む10カ国22校から103名の出演

24日（土） パリ国立高等音楽院（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ﾁｪﾛ）／ベルリン芸術大学（ﾌﾙｰﾄ･ﾋﾟｱﾉ）

25日（日） ジュリアード音楽院（ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ･ﾋﾟｱﾉ）／英国王立音楽院（ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ･ﾋﾟｱﾉ）

26日（月） リスト音楽大学（ｿﾌﾟﾗﾉ･ﾊﾞﾘﾄﾝ･ﾋﾟｱﾉ）／チャイコフスキー国立モスクワ音楽院（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ﾋﾟｱﾉ）

27日（火） ウィーン国立音楽大学（ﾋﾟｱﾉ）／国立ブカレスト音楽大学（ﾋﾟｱﾉ・作曲）

28日（水） ミラノ・ヴェルディ音楽院（ﾁｪﾛ･ﾋﾟｱﾉ）／相愛大学（弦楽四重奏）／FINALE

ﾁｹｯﾄ料金 \1,000円（通し割引券 \3,000円）＜全席自由＞　※28日券と通し割引券は完売いたしました。

お問合わせ エラート音楽事務所　075-751-0617

主催 公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション

協賛 ローム株式会社

おとな（19歳～）    :指定席\2,500、自由席\2,000、4回ｼﾘｰｽﾞ通し券（指定席のみ）\9,000
こども（5歳～18歳）:指定席\1,500、自由席\1,000、4回ｼﾘｰｽﾞ通し券（指定席のみ）\5,000

ｱﾝﾄﾞﾚｱ･ﾊﾞｹｯﾃｨ（ﾋﾟｱﾉ）、斉藤 浩（ﾂｨﾝﾊﾞﾛﾝ）

松岡 万希（ｿﾌﾟﾗﾉ）、池田 香織（ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ）
西村 悟（ﾃﾉｰﾙ）、須藤 慎吾（ﾊﾞﾘﾄﾝ）

2014年度 京都市交響楽団 定期演奏会

オーケストラ･ディスカバリー2014「VIVA！オーケストラ」

2014年度 京都市交響楽団 特別演奏会

公演

2014年度 京都市交響楽団
定期演奏会・特別演奏会／オーケストラ・ディスカバリー2014

京都・国際音楽学生フェスティバル2014

ﾃｰﾏ

公演

特別演奏会
「第九ｺﾝｻｰﾄ」
特別演奏会
「ﾆｭｰｲﾔｰｺﾝｻｰﾄ」
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日時 2014/9/14（日）　14:00～

会場 京都コンサートホール 大ホール

出演 指揮：広上 淳一　　ピアノ：佐藤 彦大　　管弦楽：京都市交響楽団

内容

ﾁｹｯﾄ料金 一般 \2,000円　＜全席指定＞　※一部10％割引あり。詳しくは京都コンサートホール・チケットカウンターまで

発売日 2014/7/12（土）～

お問合わせ 京都コンサートホール・チケットカウンター　075-711-3231

主催 京都市　公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団　

協賛 ローム株式会社

4

日時 2014/10/18（土）　15:00～

会場 京都コンサートホール 大ホール

出演 指揮：金 聖響　　ピアノ：ファジル・サイ　　管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団

内容

ﾁｹｯﾄ料金 S:\5,000　A:\4,000　B:\3,000 （学割　S:\2,500　A:\2,000　B:\1,500）　　

発売日 2014/6/10（火）～

お問合わせ エラート音楽事務所　075-751-0617

主催 公益社団法人大阪フィルハーモニー協会

協賛 ローム株式会社

第18回 京都の秋 音楽祭 開会記念コンサート

大阪フィルハーモニー交響楽団　京都特別演奏会

モーツァルト／歌劇「魔笛」序曲
モーツァルト／ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
チャイコフスキー／交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73「皇帝」
ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調 作品67「運命」


	_$B869F_(B2_$B!__(B3_$BKgL__(B.pdf
	_$B869F_(B1_$BKgL_!!5~ET$N2;3Z_(B_$BJ82=;Y1g_(B2014.pdf

