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ホテルカデンツァ光が丘・株式会社JM Presents
Series
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13：30開演（12：50開場 15：30終演予定）

東京オペラシティコンサー
ンサートホール

（京王新線初台駅東口直結）

1:30p.m., Wednesday, April 15, 2020 at Tokyo Opera City Concert Hall

全席指定 ￥4,800（税込） ジャパン・アーツ夢倶楽部会員料金 ￥4,300（税込）

※特別割引チケッ
トにつきましては裏面をご覧ください。
※シリーズ4公演をセットでご購入いただくと最大5,600円お得です。
セット券はジャパン・アーツぴあコールセンターのみで受付。
（お取り扱いは2020年4月14日
（火）
18：00まで）
。

◎夢倶楽部会員ＷＥＢ 12/14
（土）
・ＴＥＬ 12/15
（日）
◎ジャパン・アーツぴあネット会員 12/19（木）

東京オペラシティチケットセンター 03-5353-9999
チケットぴあ t.pia.jp 0570-02-9999［Pコード：170-195］
イープラス eplus.jp ローソンチケット 0570-000-407［Lコード：34083］
主催：ジャパン･アーツ 協賛：ホテルカデンツァ光が丘／株式会社JM 協力：アクロス福岡

J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第１番より前奏曲
エルガー：愛の挨拶
ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
サティ
：ジュ・
トゥ・ヴ（あなたが欲しい）

※ジャパン・アーツ夢倶楽部会員先行発売などで満席になった場合は、
以降販売されない場合がございます。

ジャパン・アーツぴあ 0570-00-1212
www.japanarts.co.jp/

Program

朗読
「風のない場所」
＆アイルランド民謡

一般発売

12/22

より）
星に願いを（ディズニー映画「ピノキオ」
チャイコフスキー：花のワルツ
（バレエ組曲
「くるみ割り人形」
より）
…ほか

が？
抜 い て 楽しめるクラシック
を
か
力
い
音楽は
肩の
こんなクラシック・コンサートがあったらいいな。
そんな想いを公演にしてみました。
気楽な気分で足を運んでみれば、
柔らかな音に包まれる、
贅沢な昼下がり。
音に揺られる極上のひととき。
コンサート中にうたたねなんてけしからん？いえいえ、
いいのです。
どうぞ皆さん、
夢見心地になられてください。
寝息だって、ハーモニーになるでしょう。
素晴らしい演奏家の方々とともにお送りする
「うたたねクラシック」
は、
大きなゆりかご。
ぜひ、
うたたねしにお越しくださいね。
うたたねナビゲーター ふかわり
ょう

ふかわりょう
（ナビゲーター）Ryo Fukawa, Navigator

遠藤真理（チェロ）Mari Endo, Cello

1974年生まれ、
神奈川県横浜市出身。
タレント。
慶應義塾大学経

第72回日本音楽コンクール第1位、
2006年
「プラハの春」
国際コン

済学部在学中の1994年にデビュー。
テレビ、
ラジオ、
エッセイのほ

クールにて第3位
（1位なし）
、
08年エンリコ・マイナルディ国際コン

か、
ROCKETMAN名義でDJを行う。
現在、
TOKYO MX
「5時に夢

クールにて第2位。
ゲルハルト・ボッセ、
ジャン・ピエール・ヴァレーズ、

中！」
、AbemaTV「AbemaPrime」
でMCを務めるほか、TBS「ひる

ルドヴィーク・モルロー、井上道義、飯森範親、山田和樹など国際

おび」
コメンテーターとして出演中。NHK-FMのクラシック音楽番組

的に活躍する指揮者と共演。
またウィーン室内管、
プラハ響と共演

「きらクラ！」
ではパーソナリティを、
チェリストの遠藤真理とともに2012年から務めている。

するなど国内外で高い評価を得ている。現在ソリストとして活動すると共に読売日本交

《レギュラー》
TOKYOMX
「5時に夢中!」MC（月〜木）17：00 〜18：00、TBS「ひるおび」

響楽団のソロ・チェロ奏者も務める。NHK大河ドラマ
「龍馬伝」紀行
（第３部）
の音楽を

（隔週木）
12：00〜13：53、
AbemaTV「AbemaPrime」
（木）
21：00〜23：00、NHKFM

担当、NHK-FMクラシック音楽番組「きらクラ！」
（毎週日曜日/全国放送）
のパーソナリ

「きらクラ!」
（日）
14：00〜16：00

ティも8 年目を迎えるなど幅広く活躍中。
2009 年齋藤秀雄メモリアル基金賞受賞。

《連載》
音楽の友「クラシックの友」、telling,「プリズム」。

林美智子（メゾ・ソプラノ）

Michiko Hayashi, Mezzo Soprano

川久保賜紀（ヴァイオリン）
Tamaki Kawakubo, Violin

三舩優子（ピアノ）

東京音楽大学卒業。
桐朋学園大学

2001年サラサーテ国際ヴァイオリ

1988 年第 57 回日本音楽コンクー

研究科、
二期会オペラスタジオ、
新国

ン･コンクール優勝、
2002年チャイコ

ル第１位。桐朋学園大学首席卒業

立劇場オペラ研修所第1期修了。
文

フスキー国際音楽コンクール･ヴァイ

後、
文化庁派遣研修員としてジュリ

化庁派遣芸術家在外研修員として

オリン部門最高位受賞以来、主要

アード音楽院に留学。91年カーネギー

Yuko Mifune, Piano

ミュンヘンに留学。2003年国際ミトロプーロス声楽コン

な北米オーケストラと共演し、
豊富なステージ経験を積む。

ホール、
リンカーンセンターでアメリカ・デビュー。
同年フリー

クール最高位入賞。
第5回ホテルオークラ音楽賞受賞。
二

日本では1997年、
チョン・ミョンフン指揮アジア・フィルの

ナ・アワーバック国際ピアノコンクール優勝。NHK-BS2
「週

期会、
新国立劇場を中心に数多くのオペラに出演、
2015

ソリストとしてデビュー。
以後、
国内外様々なオーケストラと

刊ブックレビュー」
の司会を6年務めるなど、
演奏以外の分

年には紀尾井ホールにて
「オリンピーアデ」
のアルジェーネ、

共演を重ね、
高度な技術と作品の品位を尊ぶ深い音楽性

野でも活躍。14 年よりドラム・パーカッションの堀越彰と

日生劇場にて
「ドン・ジョヴァンニ」
エルヴィーラ役と、
初役に

に高い評価を得ている。近年は自ら企画するコンサートを

“OBSESSION”を結成。古典から現代音楽に至る幅広

挑み卓越した歌唱と抜群の存在感を示した。
チョン・ミョンフ

行うなど、
コンサート・プロデューサーとしての才能も発揮、

いレパートリーに定評があり、
シャープで切れのあるタッチと

ン、
パーヴォ・ヤルヴィなど国内外の指揮者と主要オーケスト

後進の指導にも積極的に取り組み、2018年より桐朋学

繊細で品格の美音、
華のあるダイナミックな演奏は、
ファン

ラに共演を重ね、
また、
モーツァルト作曲
「コジ・ファン・
トゥッ

園大学院大学
（富山校）
教授に就任。

を魅了し続けている。京都市立芸術大学非常勤講師。

テ」
や
「フィガロの結婚」
を自らプロデュースするなど幅広く
活動を行なっている。

特別割引チケットのお知らせ
WEBジャパン･アーツぴあ及び
ジャパン･アーツぴあコールセンターで受付

（残席がある場合に限り、
2020年2月15日
（土）
10：00から受付を開始いたします。
）
◎学生席2,400円（税込）

※社会人学生を除く公演当日25歳までの学生が対象です。
公演当日入口または窓口にて学生証を拝見させていただきます。
（学生証が無い場合は一般料金との差額を頂戴いたします。
ジャパン･アーツ夢倶楽部会員の方で学生の方も、
学生席は上記の価格です。
）

◎シニア・チケット＝65歳以上の方は指定席を会員料金でお求めいただけます。
（ジャパン･アーツぴあコールセンターのみで受付。
）
◎車椅子の方は、
本人と付き添いの方1名までが割引になります。

〈次のことをあらかじめご承知の上、
チケットをお求め下さいませ〉❶やむを得ない事情により、
出演者・曲目・曲順等が変更になる場合がございます。公演中止を除き、
お買い求めいただきました
チケットのキャンセル・変更等はできません。
❷いかなる場合もチケットの再発行はできません。
紛失等には十分ご注意下さい。
❸演奏中は入場できません。
❹未就学児の同伴はご遠慮下さい。
また、
ご入場には1人1枚チケットが必要です。
❺全指定席です。
指定された座席でのご鑑賞をお願い致します。
❻場内での写真撮影・録音・録画・携帯電話等の使用は固くお断りいたします。
❼ネット
オークションなどによるチケットの転売は、
トラブルの原因になりますのでお断りいたします。
❽他のお客様の迷惑となる場合、
主催者の判断でご退場いただくことがございます。

Twitterで

フォローする
@japan̲arts

