
※就学前のお子様はご入場いただけません。託児サービスをご利用くださいませ（要予約）。
　【託児サービスのお問合せ・お申込み】イベント託児・マザーズ：0120-788-222
※都合により公演内容が変更となる場合がございます。

チケットの
お申し込み ■イープラス（各1回券のみ）：https://eplus.jp/asahihall/

朝日ホール・チケットセンター 03-3267-9990 日・祝除く
10:00～18:00（ ） 検索朝日ホール・チケットセンター

各回11:30開演（11:00開場）

主催：朝日新聞社／浜離宮朝日ホール
特別協賛：タカラレーベングループ

料金（全席指定・税込）／ 3公演セット券  7,500円 各1回券  3,000円
3公演セット券

3/30（水） 10：00発売

創業50周年記念公演

Piano

String Quartet

Euphonium &
Tuba &Piano

着実に輝きを増す俊才ピアニストが満を持して登場!
J.S.バッハ ： 協奏曲 ニ短調 BWV974（原曲／マルチェッロ：オーボエ協奏曲）
メンデルスゾーン ： 厳格な変奏曲 Op.54 U 156
リスト ： イゾルデの愛の死（ワーグナー）S.447 R.280
ストラヴィンスキー ： ペトルーシュカからの3楽章  ほか

三浦謙司 ピアノリサイタル
7/11（月）vol.216

結成15周年を迎え、さらなる高みへ突き進むクァルテット
ヴァイオリン ： 﨑谷直人　三原久遠　 ヴィオラ ： 横溝耕一　 チェロ ： 富岡廉太郎
ヴォルフ ： イタリアン・セレナード ト長調
ドビュッシー ： 弦楽四重奏曲 ト短調  Op.10
ドヴォルザーク  ： 弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調 「アメリカ」 Op.96

ウェールズ弦楽四重奏団
8/9（火）vol.217

千変万化の“世界遺産級”ミュージックSHOW!!
ユーフォニアム ： 外囿祥一郎　 テューバ ： 次田心平　 ピアノ ： 松本 望
モンティ（金井信 編曲） ： チャールダーシュ
カッチーニ（金井信 編曲） ： アヴェ・マリア
ビゼー（西下航平 編曲） ： 「カルメン」の主題による幻想的組曲より  ほか

ワーヘリ
9/15（木）vol.218

浜離宮ランチタイムコンサート2022
7月～9月

ⒸTAISUKE OGAWA

ⒸSatoshi Oono

ⒸJeremy Knowles

1回券：6/15（水）発売

1回券：5/25（水）発売

1回券：4/27（水）発売

《表面／本チラシ／再校》
◎「浜離宮ランチタイムコンサート  vol.216～218」
◎本チラシ／表面
◎ファイル名：

KYMC
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GINZA SIX

　2019年11月、アルゲリッチが審査員
長を務めたロン・ティボー・クレスパン
国際コンクールで優勝及び３つの特
別賞を獲得、新たな才能としてその
名を世界に知られることになる。1993
年、神戸で生まれ、4歳から自分の意思でピアノを始める。13歳で
単身渡英し、ロンドン パーセル・スクールに入学。
　2011年、ロンドン王立音楽アカデミー、ベルリン芸術大学、カー
ティス音楽院を受験、すべて合格、ベルリン芸術大学に入学を決
意し、クラウス・ヘルヴィヒ氏に師事、研鑽を積む。2012年夏、ベル
リン芸術大学を中退、音楽の世界から一度離れることを決心。日
本で様々な仕事をしながらボランティア活動にも参加。2014年4
月、ベルリン ハンス・アイスラー音楽大学に入学、エルダー・ネボル
シン氏に師事。
　これまでに第４回マンハッタン国際音楽コンクール金賞受賞、
第１回Shigeru Kawai国際ピアノコンクール優勝、2017年スタイ
ンウェイコンクールベルリン第１位をそれぞれ獲得。第９回浜松国
際ピアノコンクールで奨励賞及びにAAF賞を受賞。
　ロンドン ウィグモアホール、ベルリン コンツェルトハウス、パリ ラ
ジオ・フランス大ホール、浜松アクトシティの他モスクワ国際音楽の
家、東京文化会館、浜離宮朝日ホールなど世界中の数々の会場
に招かれる。

　桐朋学園の学生により2006
年に結成。軽井沢八月祭、宮
崎国際音楽祭、プロジェクト
Ｑ、JTが育てるアンサンブルシ
リーズ他、国内の多数の演奏
会、音楽祭に参加。2008年
ミュンヘンARD国際音楽コン
クールにて第3位、日本人の団
体として東京クヮルテット以来38年ぶりの入賞を果たす。2009年日

本音楽財団の協力で王子ホールにて正式なデビュー公演を行
う。2010年春より拠点をスイス・バーゼルに移し、バーゼル音楽院
にてライナー・シュミット（ハーゲン四重奏団）のもとで研鑽を積む。
南仏ボニユー音楽祭、ドイツ・シュヴェツィンゲンSWR音楽祭、ドイ
ツ・ボイゲン城でのコンサートへの出演など、ヨーロッパでも活動の
場を広げる。2012年6月バーゼル音楽院を修了し、2013年2月より
日本を拠点に活動。2016年には結成10周年を迎え、東京・春・音
楽祭、第一生命ホール、日本モーツァルト協会例会、紀尾井ホー
ル等で演奏。これまでにボザール・トリオの創設者メナヘム・プレス
ラー（ピアノ）をはじめ、小林道夫（ピアノ）、リチャード・ストルツマン
（クラリネット）、ポール・メイエ（クラリネット）、アレクサンダー・ロマノ
フスキー（ピアノ）等の著名音楽家と共演。

外囿祥一郎（ユーフォニアム） ＆ 次田心平（テューバ）

　2013年結成。「ワーヘリ」
（“ワールド・ヘリテージ”の略）
という名称は、日本ジャズ界の
巨匠、前田憲男（1934-2018）
が「世界遺産級に珍しいデュ
オであると共に、彼らが遺す
音もまた世界遺産」という意味
を込めて命名。吹奏楽の花形
ユーフォニアムと低音の要テューバによる、楽器の枠を超えた多
彩な表現で好評を博しており、国内公演に加え、アメリカ合衆国
とポルトガルでも公演を行い喝采を浴びている。

外囿祥一郎（ユーフォニアム） Shoichiro Hokazono, Euphonium

　東京コンセルヴァトアール尚美ディプロマコース修了。1992年
第9回日本管打楽器コンクール第1位および大賞受賞、97年P.
ジョーンズ・ブラス・コンクール・ユーフォニアム部門優勝。Ｎ響、東
響、読響、東京佼成ウインドを含むオーケストラとの共演、リサイタ
ル、アンサンブル公演等、多彩な演奏活動で多くのファンを魅了。

「題名のない音楽会」、「ららら クラシック」等のテレビ番組や
NHK-FM等にも出演。これまでにCD27作品をリリース。

次田心平（テューバ） Shimpei Tsugita, Tuba

　読売日本交響楽団テューバ奏者。京都市立芸術大学を首席
で卒業。第24回日本管打楽器コンクール第1位。これまでに日本
フィル、読響とテューバ協奏曲を共演。また、国際テューバ・ユー
フォニアム大会、ローブラス音楽祭、国際テューバ・ユーフォニアム
協会に招かれ出演。「侍ブラス」、「ワーヘリ」、「The TUBA 
band」、「なにわ《オーケストラル》ウインズ」のメンバーとしても演奏
活動を行っている。

松本 望（ピアノ） Nozomi Matsumoto, Piano

　東京藝術大学大学院修士課程作曲専攻修了。パリ国立高等
音楽院ピアノ伴奏科首席卒業（審査員満場一致）。2007年第４
回リヨン国際室内楽コンクール（ヴァイオリンとピアノのデュオ）およ
び09年第55回マリア・カナルス国際音楽コンクール・ピアノトリオ
部門で第１位を獲得。これまで国内外のアーティストと共演を重ね
るほか、作曲の分野でも多彩な活動を展開。本年は2015年以来
７年ぶりにＮＨＫ全国学校（合唱）音楽コンクール課題曲の作曲を
担当。

三浦謙司（ピアノ） 
Kenji Miura , Piano

2022
Hamarikyu Lunchtime

Concert

チケ得

※浜離宮ランチタイムコンサートのチケットを
ご提示ください※公演当日限り有効

ホットドッグをご注文の方

セットドリンク
サイズアップ無料!

朝日新聞
東京本社
ビル2階

交通のご案内 都営地下鉄大江戸線「築地市場」駅A2出口すぐ
エレベーターはA3出口

東京都中央区築地5-3-2  朝日新聞社 新館2階
TEL.03-5541-8710

ウェールズ弦楽四重奏団（室内楽） 
Verus String Quartet , Strings

ワーヘリ（ユーフォニアム ＆ テューバ ＆ ピアノ） 
World Heritage

【ご来場に際して】
●当ホールでは、国および東京都のガイドラインに則って客席の販売に配慮します。
●マスクはご鑑賞中も含め､会場内では常時着用ください｡マスクを着用されていないお客様には入場をお断りする場合がございます｡
●こまめな手洗いや手指の消毒､咳エチケットの実践をお願いいたします｡
【チケットお求めに際して】
●やむを得ぬ事情により曲目、出演者等内容が変更になった場合でも、公演中止を除きチケットの払い戻しはいたしません。
●国および東京都からの要請によりイベントの人数制限等が生じた際は、座席変更等をお願いする場合がございます。
●保健所等の情報提供に備え、チケットご購入の際は必ずご連絡がとれるお電話番号をご登録ください。

■37.5度以上、または普段より発熱がある。
■咳、咽疼痛、呼吸困難、味覚・嗅覚障害などの症状がある。 
■過去2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされ
た者との濃厚接触や、政府から入国制限・入国後の観察
期間を必要とされている国・地域への訪問歴、また当該
滞在者との濃厚接触があった。

公演当日、次に該当されるお客様は
ご来場をお控えください。

感染症拡大
防止策について

※詳しくは、浜離宮朝日ホール  公式ホームページにてご確認ください。 検索浜離宮朝日ホール

©Jeremy Knowles

©Satoshi Oono

ⒸTAISUKE OGAWA

《裏面／三校》
◎「浜離宮ランチタイムコンサート  vol.216～218」 チラシ（共通）／裏面
◎ファイル名：

K


