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モーツァルト

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲
Mozart⁚Don Giovanni, K.527 Overture

金

18：45開演（17：45開場）
Fri Sep 7 2018 Start 18:45（Open 17:45）

広島文化学園HBGホール

〒730−8787 広島市中区加古町3−3

Hiroshima Bunka Gakuen HBG Hall

指揮：ガエタノ・デスピノーサ
ピアノ：キム・ヒョンジュン（第6回仙台国際音楽コンクール優勝）

モーツァルト

ピアノ協奏曲第９番変ホ長調「ジュノーム」

Mozart⁚Piano Concerto No. 9 in E-f lat major, K.271 “Jeunehomme”

ベートーヴェン

交響曲第４番変ロ長調

Beethoven⁚Symphony No.4 in B-flat major, op.60
Concer tmaster / 佐久間 聡一 Soichi Sakuma

チケット（税込/全席指定）
S席5,200円・A席4,700円・B席4,200円
（学生券1,500円）
（学生券は広響事務局のみで取り扱い）

プレイガイド
エディオン広島本店・福屋八丁堀本店プレイガイド
福屋広島駅前店チケットサロン・アルパーク天満屋チケットサロン

Kim Hyun Jung

広島アーツ楽器・ヤマハミュージック広島店管弦打楽器売場
ローソンチケット
（Lコード：61771
61771）
・チケットぴあ
（Pコード：105-412
105-412）
中国新聞社読者広報部・中国新聞販売所（取り寄せ）
・広響事務局にて販売

チケット発売日

一般プレイガイド 2018年7月7日
7 7 （土）
土
広響事務局 2018年7月9日
7
（月）

主

催／公益社団法人広島交響楽協会、中国新聞社

助

成／

文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）

※やむを得ぬ事情により､出演者・曲目等を変更する場合がございます｡
※就学前のお子さまのご入場はご遠慮ください。
※開演時間に遅れられた場合、入場に制限がございます。

プレミアム協賛／
協

力／仙台国際音楽コンクール事務局

後

援／広島県、広島市、広島市教育委員会、ＮＨＫ広島放送局、中国放送、テレビ新広島、
広島テレビ、広島ホームテレビ、広島エフエム放送、月刊ウェンディ出版局

お問い合わせ

広響事務局 TEL：082-532-3080

広響公式ホームページ
HP：http://hirokyo.or.jp

〜愛を込めて〜

アマデウス&ルートヴィヒ

HIROSHIMA
SYMPHONY
ORCHESTRA

ヴァイオリニストとしてドレスデン国立歌劇場のコンサートマスターまで上り詰めたガエタノ・
デスピノーサが、ファビオ・ルイージとの出会いをきっかけに指揮者に転身。オペラを、
オーケストラを知り尽くした俊英の登場だ。ベートーヴェンの交響曲第4番をメインに前半を
モーツァルトとしたコアな編成は、綿密なリハーサルから音楽を紡ぎ出すデスピノーサの
最も得意とするところだろう。
ソリストに前回の仙台コンクール優勝の初々しいキム・ヒョンジュンを迎えるのも演目に
ぴったりのキャステングと言えよう。
猟奇的な愛を描く
「ドン・ジョヴァンニ」
と対照的にジュノー
ム嬢にしたためた愛らしいピアノ協奏曲、
そして乙女の気品を持つと評されるベートーヴェンの

The 383rd Subscription Concert

4番。
一見普通の名曲コンサートだが、愛 をテーマとして考え抜かれた選曲である。

指揮

ピアノ

ガエタノ・デスピノーサ

キム・ヒョンジュン

Conductor / Gaetano d’Espinosa

Piano / Kim Hyun Jung

1978年、
イタリアのパレルモで生まれ、
ピアノ、
ヴァイオリン、
作曲を学ぶ。

韓国生まれのピアニスト、キム・ヒョンジュンは2016年に第6回仙台

ヴァイオリニストとして、2003年から2008年まで、
ドレスデン国立歌劇

国際音楽コンクールで優勝し、翌年日本でのリサイタルツアーを終え、

場のコンサートマスターを務めた後、
ファビオ･ルイージとの出会いを

高い評価を得ている。2010年パデレフスキ国際ピアノコンクールで

きっかけに指揮者としての活動に専念。
ドレスデン、
ジェノヴァ、
リヨン、

2位及び審査委員特別賞を受賞し、ヨーロッパの主要都市における

ヴェネツィア、
ローマなどの歌劇場、
トリノRAI響、
サンタ・チェチーリア国立

演奏機会を得た。

アカデミー管など、オペラ、演奏会の両輪で活躍。2013年9月から

彼女は、2011年ソウル国際音楽コンクール、2009年浜松国際ピアノ

2017年6月まで、
ミラノ・ヴェルディ交響楽団首席客演指揮者を務める。

コンクール、2010年ロードス国際ピアノコンクール、及び2006年

日本においても、
これまでにN響、都響、群響、日本センチュリー響、大

ジーナバッカウアー国際ピアノコンクールでも入賞している。

フィル、兵庫PAC管、名フィル、京響、
九響、札幌のPMFなどから招かれ、

また、東京交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、チンタオシン

さらに2016年9月には、
あいちトリエンナーレの
「魔笛」公演で日本での

フォニー、
パデレフスキー・ポメラニアンフィルハーモニー管弦楽団、
ヤシ・

オペラデビューを飾ると、2017年10月には二期会「蝶々夫人」でも

モルドバ・フィルハーモニー管弦楽団等、様々なオーケストラトと共演、

指揮を執った。

現在、
ジョンズ・ホプキンス大学ピーボディ音楽院でムン・ヨンヒに師事

若手世代の指揮者達のなかでも最も興味深い才能とみなされ、一気

し、
アーティストディプロマ取得のため在籍中。

に国際舞台における活躍の場を拡げている。
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広島交響楽団 第384回定期演奏会

（日） 広島文化学園HBGホール 15：00開演（14：00開場）

スメタナ

連 作 交 響 詩「 わ が 祖 国 」より ブラニーク

ブルックナー（スクロヴァチェフスキ編曲）

弦 楽 五 重 奏 曲 ヘ 長 調 〜 アダ ージョ

ドヴォルザーク（中原達彦編曲）

我 が 母 に給 いし歌（ オーケストラ版 ）

フサ

プラハ 1 9 6 8 年 のため の 音 楽

Smetana

Blaník, from Má Vlast

Bruckner (arr. Skrowaczewski for string orchestra)
Dvořák（arr. Tatsuhiko Nakahara）
Husa

あなただけの
マイシート

String Quintet in F major, WAB 112 : III. Adagio

Songs My Mother Taught Me（Orchestra virsion）
Music for Prague 1968

2018年度
定期3公演

中期定期会員募集のご案内

指揮： 下野 竜也
Conductor⁚Tatsuya Shimono

S席/13,500円 A席/12,500円 B席/11,500円

お申し込みは広響事務局までお電話ください。
（ 受付期間 2018年4月16日〜9月6日）

