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三ツ橋敬子

指揮：
Conductor：Keiko Mitsuhashi

花束

©井村重人

池田香織*

メゾ・ソプラノ：
Mezzosoprano：Kaori Ikeda

冬

©Yasuhisa Yoneda

川田知子

ヴァイオリン：
Violin：Tomoko Kawada

華 麗なる指 揮 者 ＆ソリストとの饗演

モーツァルト：ディヴェルティ
メント ヘ長調

Mozart：Divertimento in F major K.138

「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。

モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番

名曲の数々を花束にしてお届けする年3回のシリーズ。

Mozart：Violin Concerto No.5 in A major K.219

2022年度は女性指揮者とソリストが集ってお贈りする、
まさにミューズの世界。
ぜひ、あなたの大切な方とご一緒にどうぞ。

1/29

｜冬｜
2023

日

15 : 00 開演

（ 14 : 00 開場）

料金（1回分）［税込・全席指定］

¥4,300（ペア¥6,500） ¥3,300

假屋崎省吾

ナビゲーター：
Navigator：Shogo Kariyazaki

K.138

イ長調 K.219

ファリャ：バレエ音楽
「三角帽子」
*
Manuel de Falla：Tha Thee-Cornered Hat

[会場]

広島国際会議場フェニックスホール

広島市中区中島町1‒5
（平和記念公園内）

◎チケット発売日

¥2,300（学生¥1,500）

◎取り扱い

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

2022年11月4日（金）

JMSアステールプラザ情報交流ラウンジ、広響事務局
チケットぴあ（Pコード：208-457）
ローソンチケット
（Lコード：62897）

※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。公演の最新情報は広響ホームページにてご確認ください。
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

特別協賛：

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
協賛：株式会社花満・広島県医師会・広島市医師会

お問い合わせ：

広響事務局 Tel.082-532-3080［受付時間／平日 9：00〜17：20］
http://hirokyo.or.jp

広響公式ホームページ

▼

助成：

花と緑と音楽の
おもてなし

音楽 の 花 束
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冬
東京藝術大学を首席で卒業し、1991年第5回シュポア国際コンクール優勝の川田知子。
ソリストとして国内外で活躍の他、
コンサートミストレス、室内楽、後進の指導など多方面で活躍しています。
メゾソプラノの池田香織はワーグナー歌いとしての圧倒的な存在感と深遠な表現でファンを魅了。
2008年アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクールで史上最年少、女性指揮者として初の第1位、2010年アルトゥーロ・トスカニーニ国際指揮者コンクールでも
女性初の2位とその実力を認められ、サイトウ・キネン・フェスティバル松本では小澤征爾のアシスタントとして研鑽をつんだ三ツ橋敬子。
情熱のタクトで選んだのはスペイン、
ファリャの代表曲。

指揮：三ツ橋 敬子

ヴァイオリン：川田 知子

東京藝術大学及び同大学院を修了。
ウィーン国立音

東京芸術大学を首席で卒業。1991年第5回シュポア

Keiko Mitsuhashi, Conductor

©Earl Ross

楽大学とキジアーナ音楽院に留学。小澤征爾、小林研

国際コンクール優勝。
ソリストとして国内外で活躍して

一郎、
ジェルメッティ、
アッツェル、
シュナイト、湯浅勇治、

いるほか、
コンサートミストレス、室内楽や後進の指導

松尾葉子、高階正光の各氏に師事。2006年トスカーナ

など多方面でも活躍。第33回エクソンモービル音楽

管弦楽団とのツアーを指揮してヨーロッパデビュー。

賞、洋楽部門奨励賞受賞。平成15年度国際交流基

2008年第10回アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コン

金派遣事業でトルコ、エジプトでリサイタルを行い、

クールにて優勝。併せて聴衆賞、
ペドロッティ協会賞を

2007年にはイェヌー・ヤンドゥー
（ピアノ）
とブダペスト

受賞し、最年少優勝で初の3冠に輝いた。2010年第9

でデュオ演奏会を行った。チェンバロの中野振一郎

回アルトゥーロ・トスカニーニ国際指揮者コンクールに

他、様々な器楽奏者との共演に意欲的に取り組んで

て女性初の受賞者として準優勝。併せて聴衆賞も獲

いる。2019年東京文化会館小ホールにてバッハ無伴

得。
これまでに札幌交響楽団、読売日本交響楽団、東

奏全曲演奏会を行い絶賛された。マイスター・ミュー

京フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、新日本

ジックより
「J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタとパ

フィルハーモニー交響楽団、
オーケストラ・アンサンブル

ルティータ」、2022年1月発売のヴィオラの須田祥子と

金沢、大阪フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽

の新譜「スターライト 〜ヴァイオリンとヴィオラの二重

団等と共演している。2021年4月、
コロナ禍において

奏〜」
などCD11枚をリリースしている。宮崎国際音楽

NHK交響楽団デビューを飾り、
その堅実な解釈力と手

祭には毎年参加し、
ピンカス・ズーカーマンと室内楽

腕に対し各方面より称賛を得た。

で共演。洗足学園音楽大学講師。

メゾ・ソプラノ：池田 香織

©井村重人
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音楽
の

春‒秋‒冬

Shogo Kariyazaki

慶応義塾大学法学部を経て声楽家となる。新国立劇

元祖華道家。東京・銀座、假屋崎省吾 花教室 主宰。

場『愛怨』、
日生劇場『ルル』、
びわ湖ホール
『死の都』等

美輪明宏氏より
「美をつむぎだす手を持つ人」
と評され、

数多く出演。
とりわけワーグナー作品には欠かせない

世界各地で「華道」
を広める活動に精励する。
クリントン

存在であり、新国立劇場『パルジファル』
『ラインの黄

大統領来日の会場装飾プロデュース、天皇御在位10

金』
に続き、2016年にはついに難役イゾルデに取り組

年記念式典の花装飾、明仁天皇御退位・徳仁天皇御

み、二期会『トリスタンとイゾルデ』
で高い評価を得た。

即位の特別番組スタジオ装飾、G20軽井沢・歓迎モ

その後も、
びわ湖ホール『ワルキューレ』
『ジークフリー

ニュメント制作などを担当。女子美術大学・客員教授、

ト』
『神々の黄昏』
ブリュンヒルデとレパートリーを広げ、

フランス観光親善大使、
オランダチューリップ大使など

21年2月二期会『タンホイザー』
ヴェーヌス、続けて3月

を務め、着物、
ジュエリー、
ガラス器、棺、骨壷などのデ

新 国 立 劇 場『ワルキューレ』ブリュンヒルデに急 遽

ザイン・プロデュースをおこない、
デザイナーとしての才

出演、絶賛を浴びた。
また、京都の秋音楽祭『カルメン』

能を発揮。
ライフワークでもある花と建物のコラボレート

タイトルロール、二期会『エロディアード』
タイトルロール、

となる個展“歴史的建築物に挑む”を国内外で開催。
日

同『サムソンとデリラ』
デリラ等フランス・オペラでも活

本はもとより海外でも目覚ましい活動を展開している。

躍。
コンサートでも、
ヴェルディ
「レクイエム」、ベートー

その他、花を通した情操教育「花育活動」
や
「少子化問

ヴェン
「ミサ・ソレムニス」
「第九」、
ワーグナー
「ヴェーゼ

題」
「伝統工芸品の振興促進」
などの地域活性を促す

ンドンク歌曲集」、
マーラー
「復活」
「大地の歌」
「千人の

社会ボランティア活動も積極的に取り組み、2023年、

交響曲」等で好評を博している。第34回ミュージック・

華道歴40周年を迎え、テレビ・ラジオ・雑誌・新聞・

ペンクラブ音楽賞受賞。二期会会員

WEBなど幅広い分野で、益々活躍の場を広げている。

会場アクセス

広島

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。
中央公園●
グリーンアリーナ●

広島高速4号線

【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
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
【タクシー】 所要時間:約15分

駅

●広島城

JR広島駅から……

【市内電車】所要時間:約25分

©Yasuhisa Yoneda

華道家：假屋崎 省吾

Kaori Ikeda, Mezzosoprano

西広島
駅

花束

Tomoko Kawada, Violin

十日市

バスセンター●
原爆ドーム前

土橋

平和記念公園

広島国際会議場

紙屋町
本通り

的場町
八丁堀

袋町
平和大通り
●広島市役所

●
比治山公園

