〜音楽が紡ぐ “縁”〜
花と緑と音楽の
おもてなし

花・假屋崎省吾
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春‒秋‒冬
巨 匠 たちのドヴォル ザ ー クと3 大ヴァイオリン 協 奏 曲
「名曲」―それは、
ミューズ（音楽の女神）の世界に咲く多彩な花々。名曲の数々を花束にしてお届けする年3回のシリーズから、秋と冬をお届けします。

WINTER

喜 びのブラームスと
飯 守 泰 次 郎 ︑奔 流の 新 世 界

AUTUMN

情 熱のチャイコフスキーと
秋 山 和 慶 ︑郷 愁の 番

2019年度は巨匠、名匠と呼ばれ愛されるマエストロと今聴いておきたい旬のヴァイオリニストのコラボレーションです。あなたの大切な方とご一緒にどうぞ。

指揮：秋山 和慶

8

ヴァイオリン：大江 磬

ヴァイオリン：金川 真弓

15:00
14:00
（

2. 2

2020

開場）

「オベロン」序曲
ウェーバー：歌劇

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲ニ長調
ドヴォルザーク：交響曲第8番ト長調

Op.35

Op.88

会場

4,200円（ペア 6,400円） A席／3,200円
B席／2,200 円 学生／1,500 円
（広響事務局のみ取扱い）

※学生席は小学生以上、25歳以下の学生が対象。要学生証。
（広響事務局のみ取扱い）

主催：広島市・公益財団法人広島市文化財団

公益社団法人広島交響楽協会・中国新聞社
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）
独立行政法人日本芸術文化振興会

花満・広島県医師会・広島市医師会

お問い合わせ：広響事務局

開場）

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲ニ長調

Op.77

International Conference Center Hiroshima Phoenix Hall
広島市中区中島町1-5
（平和記念公園内） TEL：082-242-7777

チケット取扱い 発売日：
［秋］=5/13（月）
［冬］=11/5（火）

S席／

協賛：株式会社

（

ドヴォルザーク：交響曲第9番ホ短調「新世界より」Op.95

料金（1回分）
［税込・全席指定］

秋公演特別協賛：

15:00
14:00

ウェーバー：歌劇
「オイリアンテ」序曲

広島国際会議場フェニックスホール

助成：

日

開演

月・休

ナビゲーター：假屋崎 省吾
開演

11.4

2019

冬

指揮：飯守 泰次郎

秋

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、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、
JMSアステールプラザ情報交流ラウンジ、
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
チケットぴあ
（Pコード=［秋］
142-520［冬］
142-521 ）
ローソンチケット
（Lコード=［秋］
62710［冬］
62719 ）
※Ｐコード、
Ｌコードは公演により異なりますのでご注意ください。
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。
※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。

Tel.082-532-3080［受付時間／平日 9：00〜17：20］
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‒春‒秋‒冬‒

AUT UM N

指揮：秋山 和慶

ヴァイオリン：金川 真弓

Kazuyoshi Akiyama, Conductor

Mayumi Kanagawa, Violin

1941年生まれ。アメリカ響音楽監督、バンクーバー響音楽監督（現

ドイツ生まれ。4歳から日本で名倉淑子に師事し、ジュリアード音楽院プレカレッジ

在桂冠指揮者）、シラキュース響音楽監督、東京響音楽監督・常任

で川崎雅夫、ロサンゼルスのコルバーン・スクールでロバート・リプセットに師事。

指揮者、大阪フィル首席指揮者、札幌響首席指揮者／ミュージッ

現在はベルリンのハンス・アイスラー音楽大学でコリヤ・ブラッハーのもと研鑽を

ク・アドバイザーを歴任。

積む。

これまでにサントリー音楽賞、芸術選奨文部大臣賞、大阪府民劇場

2018年ロン＝ティボー国際音楽コンクール第2位入賞＆最優秀協奏曲賞受賞、

賞、大阪芸術賞中国文化賞（広島）
をはじめ、東京交響楽団とともに

2016年プリンセス・アストリッド国際音楽コンクール優勝、2013年ヤッシャ・ハイ

毎日芸術賞、京都音楽大賞、モービル音楽賞を受賞。2001年紫綬

フェッツ国際ヴァイオリン・コンクール優勝。

褒章、2011年旭日小綬章を受章。2014年度文化功労者に選出、
ま

これまでに、ハンヌ・リントゥ指揮フィンランド放送響、アレクサンダー・シェリー指

た中国文化賞（広島）、徳島県表彰特別功労賞を受賞、2015年渡

揮ドイツ・カンマーフィルのほか、マリインスキー劇場管、プラハ放送響、クレメ

邉暁雄音楽基金特別賞を受賞。現在、中部フィルハーモニー交響

ラータ・バルティカ、
リトアニア国立響、ロサンゼルス室内管等と共演し、
ヴェルビ

楽団芸術監督・首席指揮者、東京交響楽団桂冠指揮者、広島交

エ、イエロー・バーン、アスペン等の音楽祭にも出演している。

響楽団終身名誉指揮者、九州交響楽団桂冠指揮者、洗足学園音

使用楽器は、
ドイツ演奏家財団のドイツ国家楽器基金から貸与されたペトラス・

楽大学教授、京都市立芸術大学客員教授を務めている。

グァルネリウス
（マントヴァ、17世紀後半製作）。
photo credit : Francisca Blaauboer

WINTE R

指揮：飯守 泰次郎

ヴァイオリン：大江 馨

華道家：假屋崎 省吾

Yasujiro Iimori, Conductor

Kaoru Ohe, Violin

Shogo Kariyazaki

現在、仙台フィルハーモニー管弦楽団の常任指

仙台市出身。5歳よりヴァイオリンをはじめ、桐朋学園大学ソ

華 道 家。Kariyazaki Flower Professional Education

揮者、東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者、関西

リストディプロマコース、慶應義塾大学法学部を経て、現在ド

School主宰。美輪明宏氏より
「美をつむぎ出す手を持

フィル桂冠名誉指揮者を務める飯守泰次郎は、

イツのクロンベルクアカデミーにてクリスチャン・テツラフ氏に

つ人」
と評され、空間の魔術師とも呼ばれる。女子美

桐朋学園で学んだ後、ヨーロッパで研鑽を積み、

師事し研鑽を積む。その傍ら日本およびヨーロッパにおいて

術大学・特別招聘教授、日仏交流フランス観光親善

ハンブルク州立歌劇場などの指揮者を歴任、オ

ソロや室内楽の演奏活動を精力的に展開している。これま

大使、オランダチューリップ大使などを務め、着物、

ペラ指揮者として確固たる実績を築き上げる。ま

でに渋谷由美子、堀正文，漆原啓子の各氏に師事。室内

ジュエリー、スカーフ、ガラス器、アーティフィシャルフ

た、1970年からはバイロイト音楽祭の音楽助手と

楽を山崎伸子氏、磯村和英氏に師事。

ラワー、棺、骨壷などのデザインおよびプロデュースを

して数々の歴史的公演に加わり、当時バイロイト・

2013年第82回日本音楽コンクール第1位、併せて岩谷賞

おこない、数多くのブランドを立ち上げ絶大な人気を

フェスティバル総監督であったヴォルフガング・

（聴衆賞），黒柳賞，レウカディア賞，鷲見賞，増沢賞を受

集めている。ライフワークでもある花と建物のコラボ

ワーグナー氏から絶大な信頼を得た。

賞。ほか第63回全日本学生音楽、第6回横浜国際音楽コン

レートとなる個展“歴史的建築物に挑む”を開催、日本

90年代より国内での活動を再び活発化させ、名

クール、第14回日本演奏家コンクール、ザルツブルク＝モー

の城郭を花で彩る個展「名城シリーズ」
も好評を博し

古屋フィル常任指揮者、東京シティ・フィル常任

ツァルト国際室内楽コンクール2013におい第1位を獲得。平

ている。2018年、シンビジウムの生花を7585個使っ

指揮者、関西フィル常任指揮者、新国立劇場オ

成26年度横浜文化賞芸術・文化奨励賞を受賞。

た
「世界で最も多いコサージュ展示」
の世界ギネス記

ペラ部門芸術監督を歴任。古典派からロマン派

これまでに山下一史、円光寺雅彦、尾高忠明、山田和樹、

録にも認定された。また、世界各国で個展やデモンス

にかけてのレパートリーを根幹に、意欲的な活動

川瀬賢太郎、鈴木織衛各氏等の指揮でNHK交響楽団、

トレーションを開催し、海外でも目覚ましい活動を展開

を展開。

東京フィル、新日本フィル、東京交響楽団、東京シティ・フィ

している。その他、ボランティア活動の一環として、
「花

これまでに2010年11月旭日小綬賞、2012年度日

ル、セントラル愛知、神奈川フィル、横浜シンフォニエッタ、

育」
「少子化問題」
「伝統工芸品の振興促進」
などの

本芸術院賞、2014年度第56回毎日芸術賞などを

仙台フィル、群馬交響楽団等と共演。使用楽器は文京楽器

地域活性も積極的に取り組み、華道歴35周年・還

受ける。また、2012年度の文化功労者に選ばれ、

の協力のもと、Beare International SocietyよりJ.B.Vuillaume

暦を迎え、益々活躍の場を広げている。

2014年12月には日本芸術院会員に選ばれた。

を貸与されている

假屋崎 省吾 オフィシャルサイト http://kariyazaki.jp/

photo credit : 武藤章

photo credit : Shigeto Imura

広島

会場アクセス
JR広島駅から……

中央公園●
グリーンアリーナ●
十日市

【路線バス】所要時間:約20分
南口バスのりばA-3 ホームより、広島バス 24号線吉島営業所または吉島病院行「平和記念公園」下車すぐ

バスセンター●

【タクシー】 所要時間:約15分

紙屋町

的場町

原爆ドーム前
土橋

平和記念公園

【市内電車】所要時間:約25分
広島港①行「袋町」下車、徒歩約10分／西広島②、江波⑥、宮島行「原爆ドーム前」下車、徒歩約10分

駅

●広島城

演奏会へはできるだけ公共の交通機関でお越しください。

八丁堀

本通り
袋町
平和大通り

広島国際会議場
●広島市役所
国道2号線

●
比治山公園

