神奈川フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会2 018 - 2019 県民ホール名曲シリーズ 第1回

究極のオール モーツァルトプログラム！
歌劇「後宮からの逃走」K.384序曲

モテット
「アヴェ・ヴェルム・コルプス」K.618

ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調 K.219

歌劇
「フィガロの結婚」K.492より

「トルコ風」
より第3楽章

歌劇
「魔笛」K.620より

フルートとハープのための協奏曲

レクイエム ニ短調

ハ長調 K.299より第1楽章

K.626より
「ラクリモーサ」

ピアノ協奏曲第21番 ハ長調

交響曲第40番 ト短調

K.467より第2楽章

K.550より第1楽章

ピアノ協奏曲第20番 ニ短調

交響曲第41番 ハ長調

K.466より第3楽章

K.551
「ジュピター」
より第4楽章

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

K.527より

Wolfgang Amadeus Mozart

©K.Sakayori

ハープ

山宮るり子

2018

バリトン

宮本益光

7 14

ピアノ 久元祐子

SAT.

15：00 開演

［14：20開場］

©K.Miura

指揮

現田茂夫［名誉指揮者］

神奈川県民ホール 大ホール

全席指定［税込］ S席 ¥6,000 A席 ¥4,500 B席 ¥3,000 ユース（当日のみ）￥1,000
※神奈川フィル定期会員は各席 種10 ％OFF（ シニア、ユースは除く／神奈川フィル・チケットサービスのみにて受付

2018年3月30日
（金）発売
先行発売日
［定期会員、
ブルーダル・サポーターズ、
フレンズ会員］
：2018年3月23日
（金）

©Yoshinori Kurosawa

ソプラノ 鷲尾麻衣

ヴァイオリン

礒 絵里子

©武藤章

フルート 上野由恵

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

神奈川フィル合唱団［合唱団音楽監督：大久保 光哉］
チケットはインターネットでも購入できます

■シニア
（1949年3月31日以前生まれ）
の方は、
S・A・B席10％OFF
■ユース
（1993年4月1日以降生まれ）
の方は、
当日券がある場合のみ当日窓口にて全席種￥1,000で販売
（席は選べません）
■後半割引（完売の場合を除き当日会場にて第1部開演後から販売、休憩からご入場で各席種半額）

チケットのお申込み ■神奈川芸術協会 045 - 453 - 5080 www.kanagawa -geikyo.com ■神奈川フィル・チケットサービス 045-226 -5107（平日
10：00〜18：00） ■ チケットかながわ 0570-015- 415（10：00〜18：00） ■チケットぴあ 0570-02-9999［ Pコード 346-586］
（ 24時間受付/コード入力
または音声認識予約） ■ローソンチケット
［ Lコード：34688 ］http://l -tike.com（ PC・モバイル共通） 全国ローソンLoppi 0570-084-003（自動音声24時間）
0570 -000 - 407（ オペレーター 10：00〜20：00） ■ e+（イープラス）eplus.jp
お問合せ ■神奈川芸術協会 045 - 453 -5080
■主催：公益財団法人神 奈川フィルハーモニー管 弦楽団

■共催：神奈川県民 ホール

詳しい情報はこちら

※未就学児童のご入場はご遠慮ください
※やむを得ない事情により内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

オール モーツァルトプログラム 絢爛たる名曲の数々
天才作曲家の名を欲しいままにした、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトによる珠玉の名曲をお贈りするガラ・コンサート！
ピアノ、ヴァイオリン、ハープによる協奏曲から、オペラのアリア集、合唱団による宗教曲、最後はもちろん管弦楽による交響曲まで、
「これぞモーツァルト！」という作品を詰め込みました。人の心を探求し続けた天才作曲家の、絢爛たる名曲集をお楽しみください！
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現田茂夫［指揮］

久元祐子［ピアノ］

神奈川フィルハーモニー管弦楽団名誉指揮者。他、国内の主要オー

東京藝術大学を経て同大学大学院修了。ウィーン放送響、
ラトビア

ケストラも指揮し高評を得ている。世界的チェリスト故ロストロポー

©K.Sakayori

国立響、神奈川フィル、読響など内外のオーケストラと多数共演。

ヴィチ氏と皇后陛下の古希祝賀コンサート等でも共演し好評を博す。
オペラ指揮者

イタリア国際モーツァルト音楽祭に度々招かれリサイタルを開催。19 世紀のオリジ

としても経験豊かで、東京二期会、関西二期会、錦織健プロデュースオペラほか、

ナル楽器を多数所蔵し、歴史的楽器を用いての演奏会・録音にも取り組む。
「優雅

海外の劇場での指揮も行っている。また、ペドロッティ国際指揮者コンクール（イタ

なるモーツァルト」
（ 毎日新聞CD 特薦盤、レコード芸術特選盤 ）
などCD13 作を

リア）
の審査員やNHK-FMラジオのパーソナリティを3年間務めるなどバラエティ

リリース。国立音楽大学教授、日本人で唯 一のベーゼンドルファー・アーティスト。

に富んだ活動を行っている。

http://www.yuko-hisamoto.jp/

礒 絵里子［ヴァイオリン］

鷲尾麻衣［ソプラノ］

桐朋学園大学卒業後、ブリュッセル王立音楽院に留学し首席修了。

東京藝術大学卒業。新国立劇場オペラ研修所修了。ニューヨーク

マリア・カナルス国際コンクール他多数入賞。オーケストラとの共演や、

並びにロンドンに留学。セントアンドリュース国際コンクール優勝等

宮崎国際音楽祭、サイトウ・キネン・オーケストラ等に参加。学校訪問コンサートや、

国内外での入賞多数。渡 米後、プエルトリコ I VA I（ メトロポリタンオペラ・ナド

ラジオのパーソナリティを務める等積極的に活動している。確かな技量に基づいた

ラー指揮 『
）魔笛』にて夜の女王を好演。国内では新国立劇場『ドン・ジョヴァンニ』

ヨーロッパ仕込みの洗練された感性には定評があり、
ソロ活動に加え室内楽でも

ツェルリーナ、
『 魔笛』パパゲーナ、小澤征爾音楽塾『こうもり』イーダ、バッティス

活躍中。洗足学園音楽大学講師。 http://www.34-net.com/eriko

トーニ指揮『イリス』等話題の公演で活躍。二期会会員。
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宮本益光［ バリトン］

上野由恵［フルート］

東京藝術大学卒業、同大学院博士課程修了。学術（音楽）博士号

東京藝術大学を首席で卒業後、同大学修士課程修了。日本音楽コン

取得。二期会『ドン・ジョヴァンニ 』タイトルロールで一躍注目を

クール、
東京音楽コンクール、日本木管コンクール等の主要コンクールで

©武藤章

集め、同『 コジ・ファン・トゥッテ 』グリエルモ、新国立 劇場『鹿鳴館』清原栄 之

優勝し、併せて聴衆賞を受賞。各地でのソロリサイタルの他、ソリストとして読売日響、

輔、日生劇場『 メデア』イヤソン、神奈川県民ホール『金閣寺』溝口、
『 魔笛』パパ

都響、東京フィル、新日本フィル、東響、チェコフィル室内管、ベルリンフィルメンバー等と

ゲーノ等出演。演奏のみならず、作 詞、訳詞、
執 筆、企画、演出等多彩な才 能を

共演。これまでに、オクタヴィア・レコード等より計9枚のCDをリリース。2016年はア

発揮、創造性あふれるステージで聴衆を魅了している。二期会会員。

メリカに拠点を置き、ニューヨーク・カーネギーホールやワシントン等で公演を重ねる。
2017年秋よりフランス・パリに拠点を移して活動中。 https://www.yoshieueno.com/

山宮るり子［ハープ ］

神奈川フィル合唱団［合唱］

新潟市出身。2007年渡独、ハンブルク国立音楽演劇大学を首席で

神奈川フィル合唱団は、2001年9月、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の専属アマ

卒業後、同大学院修了。
ミュンヘン国際音楽コンクール・ハープ部門

チュア合唱団として設立された。2003 年 4月からは近藤政伸が合唱団音楽監督

第2位
（ 09）
、
リリー・ラスキーヌ国際ハープコンクール優勝
（ 11）
はいずれも日本人初

（現在は合唱団名誉監督）
に就任し、現在は、
大久保光哉が務める。約120名の団員

の快 挙。国内では東 京 交響 楽団、N H K交響 楽団、兵庫 PAC管弦 楽団と共演。
「アフィニス夏の音楽祭」他国内の音楽祭に出演。
2016年夏、デビューCD「スパ
イラル」発 表（レコード芸術誌特選盤）
。 https://www.rurikoyamamiya.com/

は一流トレーナーのもと、毎週熱のこもった練習を行っている。2012年 7月には、
創立10周年を記念して演奏会を開催し、好評を博した。今後も活躍が期待されて
いる合唱団である。

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
1970年に発足。
1978年7月に財団法人、2014年4月公益財団法人に認定され、
神奈川県の音楽文化創造をミッションとして
神奈川県全域を中心に幅広い活動を続けている。
これまでに
「安藤為次教育記念財団記念賞」
（1983）
「
、神奈川文化賞」
（1989）
、
「 NHK地域放送文化賞」
「
、横浜文化賞」
（ 2007）
を受賞。
新しいメディアにも意欲的に取り組み、
多方面で注目を
集めている。

マエストロ川瀬メモ

公式サイト www.kanaphil.or.jp

www.facebook.com/kanaphil

@kanagawaphil

1年ぶりの県民ホール！幕開けはオール モーツァルトプログラムです！
モーツァルトのおいしいところをご堪能ください。

■ みなとみらい線
「日本大通り駅」
３番出口より徒歩約8分

■ JR・横浜市営地下鉄
「関内駅」
より徒歩約15分

（代表）
神奈川県横浜市中区山下町3 -1 TEL：045-662-5901

KAAT 神奈川芸術劇場

