東京佼成ウインドオーケストラ

Tokyo Kosei Wind Orchestra │#133 Subscription Concert

第133回 定期演奏会

2017年

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-8-1
TEL：03-5391-2111(代表)

秋山和慶

オリエント急行 / P.スパーク
Orient Express / Philip Sparke

ピアノ協奏曲（TKWO委嘱作品・世界初演）/ 長生 淳
交響詩「海」/ C.ドビュッシー / 木村政巳 編

指揮

Piano Concert (Commissioned piece from TKWO • World Premium) / Jun Nagao
La Mer / Claude Debussy / Masami Kimura

Daphnis et Chloé 2e Série / Maurice Ravel / Mamoru Nakata
※出演者・曲目・時間等は変更になる場合がございます。

チケット料金 (全席指定・税込)
A席

￥6,000 ￥4,500

B席

C席

￥3,500

￥1,000

ピアノ

U25割引

各種割引
￥2,000 《TKWOチケットサービスのみでの取り扱い》

団体・車いす・身体障害者手帳をお持ちの方には割引がございます。
詳細は東京佼成ウインドオーケストラ チケットサービスまで。
※割引の併用はできません。※未就学児のご入場はご遠慮ください。

チケットのお申し込み・お問い合わせ

▼東京佼成ウインドオーケストラ チケットサービス
●T E L 0120-692-556 (9:30-16:30／日・祝を除く)

金子三勇士

バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲 / M.ラヴェル / 仲田 守 編

S席
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Miyuji Kaneko piano

CoNdUcTor

Kazuyoshi Akiyama

開演：14:00（開場：13:00）

巨匠 と
若 き芸術家 の
対話

4月29日［土・祝］
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▼プレイガイド

●チケットぴあ・・・・・・・・0570-02-9999 http://t.pia.jp/ Pコード：293-606
●ローソンチケット・・・・・0570-084-003 http://l-tike.com/
0570-000-407(オペレーター) Lコード：35963
●F A X 03-5341-1255 (24時間受付)オフィシャルサイトより専用申込書をダウンロード
●e＋
（イープラス）
・・・・・http://eplus.jp/
●メール ticket@tkwo.jp (24時間受付)
ご希望の公演日、公演名、席種、枚数、お客様のお名前、ご住所、お電話番号をお送りください。 ●東京芸術劇場ボックスオフィス・
・・0570-010-296 http://www.geigeki.jp/t/

主催：佼成文化協会 東京佼成ウインドオーケストラ

後援：一般社団法人全日本吹奏楽連盟、東京都吹奏楽連盟、公益社団法人日本吹奏楽指導者協会
公益財団法人日本音楽教育文化振興会、一般社団法人日本管打・吹奏楽学会、一般社団法人日本吹奏楽普及協会、
株式会社ポニーキャニオン、株式会社テレビマンユニオン、公益財団法人としま未来文化財団

東京佼成ウインドオーケストラ 第 133 回 定期演奏会

秋山和慶（指揮）

故斎藤秀雄のもとで指揮法を修め、
６３

Kazuyoshi Akiyama, Conductor

年に桐朋学園大学音楽学部を卒業。
６
４年２月に東京交響楽団を指揮してデ

ビューののち同団の音楽監督・常任指揮者を４０年間にわたり務める。
トロント交響楽団の副指揮
者、
アメリカ響音楽監督、バンクーバー響音楽監督(現在桂冠指揮者)、
シラキュース響音楽監督を
歴任。
フィラデルフィア管、
ニューヨーク・フィル、
ボストン響、
シカゴ響、
ロイヤル・フィル、NDR北ドイツ
放送響、
スイス・ロマンド管、
チューリッヒ・
トーンハレ管などに客演している。これまでにサントリー音
楽賞、芸術選奨文部大臣賞、大阪府民劇場賞、大阪芸術賞をはじめ、東京交響楽団とともに毎日
芸術賞、京都音楽賞大賞、
モービル音楽賞などを受賞。
２００１年紫綬褒章、
２０１１年旭日小綬章を
受章。2014年度文化功労者に選出。同年中国文化賞（広島）、徳島県表彰特別功労賞を受賞、
2015年渡邉暁雄音楽基金特別賞を受賞。2014年指揮者生活50年を迎え、2015年2月には回想録「ところで、
きょう指揮した
のは？」
（共著／アルテスパブリッシング刊）
を出版した。現在、東京交響楽団桂冠指揮者、広島交響楽団音楽監督／常任指揮
者、九州交響楽団桂冠指揮者、中部フィルハーモニー交響楽団アーティスティック・ディレクター／プリンシパル・コンダクターを務
めるほか、洗足学園音楽大学教授、京都市立芸術大学客員教授を務めている。

1989年、
日本人の父とハンガリー人の母のもとに生ま
金子三勇士（ピアノ） れる。
6歳で単身ハンガリーに渡りバルトーク音楽小学

Miyuji Kaneko, Piano

※劇場には託児サービスがございます。
詳細はTEL03-5391-2111（代表）
へお問い合わせください。

校にてハンガリーのピアノ教育第一人者 チェ・ナジュ・

タマーシュネー に師事。1997年と2000年に全国連弾コンクール優勝、2001年には全国ピアノ
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コンクール9〜11歳の部で優勝。2001年、飛び級（11歳）
でハンガリー国立リスト音楽院大学（特
別才能育成コース）に入学、
エックハルト・ガーボル、
ケヴェハージ・ジュンジ 、
ワグナー・リタ に師
事。2006年全課程取得とともに日本に帰国、東京音楽大学付属高等学校に編入し、清水和音、
迫昭嘉、三浦捷子に師事。2010年10月にリリースされたデビューアルバム
「プレイズ・リスト」
はレ
コード芸術誌の特選盤に選ばれた。2011年第12回ホテルオークラ音楽賞を受賞。2012年第22
回出光音楽賞を受賞。2012年第4回C.I.V.C.ジョワドヴィーヴル賞を受賞。2013年、平成24年
度上毛賞「第10回上毛芸術文化賞 音楽部門）」
を受賞。
これまでに、準・メルクル指揮／読売日本交響楽団、
ゾルタン･コチ
シュ指揮／ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団、小林研一郎指揮／読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽
団、大阪センチュリー交響楽団（現日本センチュリー交響楽団）、下野竜也指揮／京都市交響楽団などと共演。海外ではハンガ
リー、
アメリカ、
フランス、
ドイツ、
オーストリア、
スイス、
ギリシャ、
ルーマニア、
チェコ、
ポーランド、中国などで演奏活動を行なう。東京
音楽大学ピアノ演奏家コースを首席で卒業し、同大学大学院器楽専攻鍵盤楽器研究領域修了。
スタインウェイ・アーティスト。

長生 淳（作曲）

Jun Nagao, Compose

1964年3月1日茨城県生まれ。東京藝術大学作曲科卒業、同大
学院修士課程修了。作曲を永冨正之・野田暉行両氏に師事。
2000年度武満徹作曲賞、(財)日本交響楽振興財団第24回作

曲賞、第16回日本管打・吹奏楽アカデミー賞（作編曲部門）受賞。全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1
位入賞。第4回クードヴァン国際吹奏楽曲作曲コンクール第2位受賞。21世紀の吹奏楽"響宴"会員。現
在東邦音楽大学非常勤講師。
おもな作品には
《交響曲》
《レミニサンス》
《英雄の時代》
《翠風の光》
《楓葉
の舞》
《久堅の幹》
《紺碧の波濤》
《Prime-Climb-Drive》
《A CE QU'IL Y AVAIT》
など。

東京佼成ウインドオーケストラ
Tokyo Kosei Wind Orchestra

1960年(昭和35年)5月、立正佼成会附属の「佼成
吹奏楽団」
として発足、
その後1973年に
「東京佼成
ウインドオーケストラ」
へ改称した日本が世界に誇るプ

ロ吹奏楽団。吹奏楽オリジナル作品、
クラシック編曲作品やポップス、
ポピュラーまで幅広いレパートリーの演奏を通し高い音楽芸
術性を創出し、多くの人が楽しめる管楽合奏を展開、各地のコンサートで好評を博している。
また多くのレコーディング、
テレビ・ラジ
オに出演し、吹奏楽文化の向上・普及・発展に尽力している。2014年1月より大井剛史が正指揮者、
トーマス・ザンデルリンクが
首席客演指揮者、藤野浩一がミュージック・アドバイザーに就任。

今後の演奏会情報

■第134回定期演奏会
2017年6月10日[土] 開演14:00
会場：東京芸術劇場 コンサートホール

楽団ホームページ：http://www.tkwo.jp Twitter ID：TKWOJapan Instagram：tkwojapan
facebook：http://www.facebook.com/tkwojapan Line@：tkwojapan

指揮：トーマス・ザンデルリンク
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(首席客演指揮者)

Instagram：tkwojapan

◆プログラム
・管楽器のための交響曲／I.ストラヴィンスキー
・
「ハムレット」
への音楽／A.リード
・バレエ音楽「白鳥の湖」作品20からハイライト
P.I.チャイコフスキー／大橋晃一 編
※出演者、曲目、時間等は変更になる場合がございます。

tkwojapan

