報道関係各位
2020 年 2 月 21 日
公益財団法人東京都交響楽団

誰もが音楽の楽しさを体感・表現できる音楽祭

TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL 2020

［サラダ音楽祭］開催決定！
東京都と東京都交響楽団（略称：都響）は、東京芸術劇場および豊島区との連携に
より、池袋エリアをメイン会場として、誰もが音楽の楽しさを体感・表現 できる音楽祭
「TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL 2020［サラダ音楽祭］（ﾄｰｷｮｰ･ﾒｯ
ﾄ･ｻﾗﾀﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2020）」を 5 月 3 日、9 月 3 日～6 日に開催します。
9 月に行われるメインプログラムでは、都響音楽監督・大野和士指揮のもと、赤ちゃん
OK！歌って OK！踊って OK！の「OK！オーケストラ」や、演出振付家・金森 穣率いる
日本を代表するダンスカンパニーNoism Company Niigata（ノイズム・カンパニー・ニイガタ）
とコラボレーションをしたストラヴィンスキーのバレエ音楽《春の祭典》を上演します。
さらに、今大注目の作曲家・藤倉 大のオペラ『ソラリス』（制作：アウグスブルク歌劇場）や､

OK！オーケストラ（大野和士指揮）*

昨年 0 歳～2 歳までの赤ちゃんのプリミティブな感性を引き出したことで話題となった
ベイビーオペラ『ムルメリ』など、魅力的なプログラムが目白押しです。昨年に引き続き、
ミニコンサートやワークショップも規模を拡大して実施します。
また、5 月 3 日（日・祝）の SaLaD ポップスコンサート in 野音では熊倉 優指揮
のもと映画やクラシックなどの名曲をちりばめたコンサートを行います。

[メインプログラム]2020 年 9 月 3 日(木)～6 日(日)
会場：東京芸術劇場／池袋エリア

©Rikimaru Hotta

♪OK!オーケストラ／東京芸術劇場 コンサートホール

ベイビーオペラ『ムルメリ』*

♪音楽祭メインコンサート／東京芸術劇場 コンサートホール
♪オペラ『ソラリス』[オペラ形式日本初演]（企画制作：東京芸術劇場）／東京芸術劇場 プレイハウス
♪ベイビーオペラ『ムルメリ』（企画制作：東京芸術劇場）／東京芸術劇場 シアターイースト
●ワークショップ／ミニコンサート
上記コンサートプログラムのチケットは、2020 年 5 月中旬より順次発売予定

[SaLaD ポップスコンサート in 野音]2020 年 5 月 3 日(日・祝)
会場：日比谷公園大音楽堂※悪天候の場合中止
☆詳細は 2 ページ目をご参照ください

■プレス発 表 に関 するお問 合せ
広報・営業部 中 川／野 口 TEL：03-3822-0839

Mail：press@tmso.or.jp

■プログラム詳細についてのお問い合わせ
サラダ音楽祭事務局（株式会社セレスポ内） TEL：03-5330-3080
オフィシャルサイト https://salad-music-fes.com/
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*2019 年度の公演写真より

緑豊かな日比谷公園で楽しむ、本格的なオーケストラコンサート！

SaLaD ポップスコンサート in 野音
や お ん

サラダ音楽祭 スペシャルコンサートとして、「野音 」の愛称で親しまれる日比谷公園大音楽堂で、誰もが知っている名曲の
数々をお楽しみいただく無料のコンサートを開催します！（2,400 名様ご招待）
お申込は、サラダ音楽祭 2020 チケット販売サイトにて、2 月 21 日（金）より受付開始。詳細はサラダ音楽祭 2020 チケ
ット販売サイトよりご確認ください。
公演名：SaLaD ポップスコンサート in 野音
日時 ：5 月 3 日（日・祝）15：30 開演
（14：30 開場／16：30 終演予定）
会場 ：日比谷公園大音楽堂 ※悪天候の場合中止

指揮／熊倉 優
司会／朝岡 聡
ソプラノ／竹下みず穂（*の曲に出演）
児童合唱／東京少年少女合唱隊（**の曲に出演）
管弦楽／東京都交響楽団

©Rikimaru Hotta

曲目：
古関裕而：オリンピック・マーチ（1964）
ヴェルディ：歌劇『アイーダ』より「凱旋行進曲」
J.シュトラウス 2 世：ポルカ《クラップフェンの森にて》
ストレイホーン：A 列車で行こう
久石 譲：映画『天空の城ラピュタ』より「君をのせて」*
米津玄師：パプリカ**

熊倉 優

ロジャース：映画『サウンド・オブ・ミュージック』メドレー*

朝岡 聡

※4 歳未満入場不可。
※本公演に休憩はございません。
※開演後、悪天候により、内容を変更または中止する場合がございます。

申込方法
サラダ音楽祭 2020 チケット販売サイトにて、下記日程で受付を行います。
1 次申込期間:2 月 21 日（金）10:00～3 月 22 日（日）23:59
2 次申込期間:3 月 26 日（木）10:00～4 月 21 日（火）23:59
抽選結果発表等詳細は、サラダ音楽祭 2020 チケット販売サイトにてご確認ください。
サラダ音楽祭 2020 チケット販売サイト http://booktickets.pia.jp/salad-music-fes/
・申込者多数の場合は抽選となります。
・お申込はお一人様 1 回限り 4 枚までとさせていただきます。
・座席の位置を指定することはできません。
・申込期間終了後の変更・キャンセルはできません。
・抽選結果は当選・落選ともにメールにてご連絡いたします。

■プレス発 表に関 するお問 合せ
広報・営業部 中 川／野 口 TEL：03-3822-0839

Mail：press@tmso.or.jp

■プログラム詳細についてのお問い合わせ
サラダ音楽祭事務局（株式会社セレスポ内） TEL：03-5330-3080
オフィシャルサイト https://salad-music-fes.com/
@salad_music_fes

@salad_music_fes
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@salad.music.fes

竹下みず穂

【TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL 2020［サラダ音楽祭］開催概要】
日程：

[メインプログラム]2020 年 9 月 3 日(木)～6 日(日)

東京芸術劇場／池袋エリア

[SaLaD ポップスコンサート in 野音] 2020 年 5 月 3 日(日・祝)

日比谷公園大音楽堂

※4 月下旬から都内各地で無料ミニコンサートを開催予定
主催：

東京都*、公益財団法人東京都交響楽団
*令和 2 年度一般会計予算が、東京都議会における議決を経て、成立した場合に確定

共催：

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場、豊島区

TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL［サラダ音楽祭］とは？
サラダ音楽祭は、誰もが音楽の楽しさを体感・表現できる音楽祭として、2018 年に誕生しました。サラダ=SaLaD の由来である Sing
and Listen and Dance～歌う！聴く！踊る！をコンセプトに、東京都と東京都交響楽団が、東京芸術劇場及び豊島区と連携し、赤
ちゃんから大人まで楽しめるオーケストラコンサートやワークショップなど、フレッシュで多彩なプログラムを展開します。
【開催実績】
2018 年度
会期

2019 年度

2018 年 9 月 17 日（月・祝）

メインプログラム｜2019 年 9 月 14 日(土)～16 日(月・祝)
スペシャルコンサート｜2019 年 9 月 19 日(木)、10 月 27 日(日)

会場

東京芸術劇場／池袋エリア

東京芸術劇場／池袋エリア／日比谷公園大音楽堂

公演

・OK！オーケストラ～赤ちゃん OK！歌って OK！踊って OK!

・OK！オーケストラ～赤ちゃん OK！歌って OK！踊って OK!

・音楽祭メインコンサート

・音楽祭メインコンサート《ロメオとジュリエット》
・ベイビーオペラ『ムルメリ』
・オルガンで Let’s SaLaD！
・ドラクエ・シンフォニックコンサート in SaLaD
・SaLaD ポップスコンサート in 野音

その他
来場者数

ワークショップ、ミニコンサート

ワークショップ、ミニコンサート

延べ約 8,000 人

延べ約 36,000 人

東京都交響楽団について
東京都交響楽団 音楽監督／大野和士
仏・フィガロ紙で"現代の音楽シーンにおける最も素晴らしい音楽感性の持ち主"そして "特別な現象"と賞賛された日本を代表する指揮
者。東京都交響楽団・音楽監督／バルセロナ交響楽団・音楽監督／新国立劇場・オペラ芸術監督／東京フィルハーモニー交響楽団・
桂冠指揮者
東京都交響楽団（都響）
東京オリンピックの記念文化事業として 1965 年東京都が設立。2020 年に創立 55 周年を迎える。
定期演奏会に加えて、小中学生への音楽鑑賞教室、多摩・島しょ地域での訪問演奏や福祉施設での出張演奏など、多彩な活動を展
開。２度目の東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年には、「首都東京の音楽大使」たる役割を担い、8 月にアムステルダム、
サンタンデール（サンタンデール音楽祭）、エディンバラ（エディンバラ国際フェスティバル）の 3 都市で公演（指揮：音楽監督・大野和士）
を行う。

「Tokyo Tokyo FESTIVAL」とは
オリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年の東京を文化の面から盛り上げるため、多彩な文化プログラムを展開し、芸術文化都市東
京の魅力を伝える取組です。
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