《QRコード→ご確認をお願いします》
《表面／本チラシ／四校》

◎「浜離宮ランチタイムコンサート vol.222〜224」
◎本チラシ／表面
◎ファイル名：

創業50周年記念公演

2023

1 月〜3 月

浜離宮ランチタイムコンサート
vol.222

1/25（水）

ⒸTAISUKE OGAWA

1回券：9/27（火）発売

小堀勇介 テノールリサイタル
期待の新星テノールが贈る、珠玉のベル・カント

ピアノ：久保山菜摘

Tenor

ロッシーニ：歌劇
『チェネレントラ』
より
「彼女を誓って探しだす」
ベッリーニ：歌劇
『清教徒』
より
「愛するあなたへ」
ドニゼッティ：歌劇
『連隊の娘』
より
「ああ友よ、
なんと素晴らしい日」ほか

vol.223

2/17（金）

1回券：10/11（火）発売

阪田知樹 ピアノリサイタル

澄透巧妙なピアニズムで愉しむ、
リストの奥深き世界
J.S.バッハ：パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828
リスト：
「愛の夢」
より第3番 変イ長調 S.541 R.211
リスト：ラ・カンパネラ 嬰ト短調 S.141 R.3b（パガニーニによる大練習曲より 第3番 ）
リスト：ハンガリー狂詩曲 第15番「ラコッツィ行進曲」イ短調 S.244 R.106 ほか
ⒸHIDEKI NAMAI

vol.224

3/30（木）

Piano
1回券：11/15（火）発売

田中靖人 サクソフォンリサイタル
サックス界の名匠が魅せる、
いろどり豊かな旋律美
ピアノ：白石光隆

Ⓒamigraphy

11: 30開演（11 : 00開場）

3公演セット券

各回

料金（全席指定・税込）／ 3公演セット券
チケットの
お申し込み

Saxophone

J.S.バッハ：ソナタ 変ホ長調 BWV1031 ドビュッシー
（長生淳 編曲）
：小組曲
モリコーネ（真島俊夫 編曲）
：モリコーネ パラダイス
モリネッリ：ニューヨークからの4つの絵 より ほか

7,500円

各1回券

3,000円 9/ 27（火）10：00発売

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

イープラス（各1回券のみ）
：https://eplus.jp/asahihall/

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

検索

チケットぴあ（各1回券のみ）
：https://t.pia.jp/

※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。

C M Y K

◎「浜離宮ランチタイムコンサート vol.222〜224」チラシ
（共通）／裏面
◎ファイル名：

《裏面／四校》
田中靖人（サクソフォン）

2023 Hamarikyu Lunchtime Concert

Yasuto Tanaka, Saxophone
和歌山県和歌山市に生まれる。国
立音楽大学在学中、第1回日本管打
楽器コンクール第2位、第4回日本管
打 楽 器コンクール第１位を受 賞 。

小堀勇介（テノール）

阪田知樹（ピアノ）

Yusuke Kobori , Tenor

Tomoki Sakata, Piano

1990年東京文化会館でデビューリ

©amigraphy

サイタルを開催。以来、国内外でリサイタルなど幅広い活動を
行っている。東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、

モーツァルトやロッシーニのオペラ

2016年フランツ・リスト国際ピアノコ

神奈川フィルハーモニー管弦楽団、札幌交響楽団、名古屋フィ

作品を中心にレパートリーを持ち、主

ンクール
（ハンガリー・ブダペスト）第1

ルハーモニー交響楽団など、
ソリストとしてオーケストラとの共演

にベルカント作品への出演を重ねて

位、6つの特別賞。2021年エリザベー

も多数。2000年より
（一財）地域創造主催の
「公共ホール音楽活

いる。国立音楽大学声楽科ならびに

ト王妃国際音楽コンクールピアノ部

同大学大学院オペラ科を首席修了。

門第4位入賞。第14回ヴァン・クライ

性化支援事業」
のアーティストとして、
リサイタル、
アウトリーチ コ
©HIDEKI NAMAI

ンサートも意欲的に行っている。CD「モリコーネ パラダイス」他を

東京二期会オペラ研修所第55期マスタークラスを修了。新国立

バーン国際ピアノコンクールにて弱冠19歳で最年少入賞。
ピティ

劇場オペラ研修所第15期修了。2016年から1年間イタリアのボ

ナ・ピアノコンペティション特級グランプリ、聴衆賞等5つの特別

のメンバーとして活躍し、
これまでに10枚を超えるアルバムをリ

ローニャを拠点に留学。ペーザロにてアカデミア・ロッシニアーナ

賞、
クリーヴランド国際ピアノコンクールにてモーツァルト演奏にお

リース。2001年文化庁芸術祭レコード部門“大賞”を受賞。現在、

を修了し、故A・ゼッダ氏の薫陶を受け研鑽を積む。第16回東京

ける特別賞、
キッシンジャー国際ピアノオリンピックではベートー

東京佼成ウインドオーケストラコンサートマスター、国立音楽大

音楽コンクール声楽部門第２位。第88回日本音楽コンクール声

ヴェンの演奏を評価され、
日本人初となる第1位及び聴衆賞。国

学、愛知県立芸術大学各講師、昭和音楽大学、札幌大谷大

楽部門第１位。
これまでに声楽を福井敬、S・ベルトッキの各氏に

内はもとより、世界各地20カ国で演奏を重ね、国際音楽祭への

学、名古屋音楽大学各客員教授。

師事。2015年に沼尻竜典作曲《竹取物語》でプロデビュー。

出演多数。
クレムリン音楽祭では、
オール・リスト・プログラムによ

2016年にはオーストリア・チロル祝祭歌劇場《アルジェのイタリア

るリサイタルをニコライ・ペトロフ氏が「世界一のリスト」
と絶賛。

女》
のリンドーロ役で本格的なヨーロッパデビューを果たす。
その

2015年CDデビュー、2020年3月、世界初録音を含む意欲的な

後も藤原歌劇団、東京文化会館、兵庫県立芸術文化センター

編曲作品アルバムをリリース。内外でのテレビ・ラジオ等メディア

などのオペラに出演。
また、ベートーヴェン
『交響曲第九番』や

出演も多い。東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校、及び

東京藝術大学及び同大学院を修

モーツァルト
『レクイエム』
などオペラ以外の作品にも積極的に取

同大学を経て、
ハノーファー音楽演劇大学にて学士、修士首席

了後、
ジュリアード音楽院留学。91年

組んでいる。
日本ロッシーニ協会会員。

久保山菜摘（ピアノ）
Natsumi Kuboyama, Piano

リリース。
また、サクソフォン四重奏団『トルヴェール・クヮルテット』

白石光隆（ピアノ）
Mitsutaka Shiraishi, Piano

修了、現在同大学院ソリスト課程に在籍。世界的ピアニストを輩

学内におけるコンチェルト・コンペティ

出し続ける
「コモ湖国際ピアノアカデミー」の最年少生徒として

ションで優勝し、
ジュリアード・オーケ

認められて以来、
イタリアでも研鑽を積む。パウル・バドゥラ＝スコ

ストラと協演。94年日本音楽コンクー

ダ氏に10年に亘り師事。2017年横浜文化賞文化・芸術奨励賞

ル声楽部門木下賞（共演）受賞。
ソロ、室内楽、協奏曲等、音楽

受賞。

©岩切等

性の高さには定評があり、内外の共演者の信頼も厚い。CD『ム

桐 朋 女 子 高 等 学 校 音 楽 科を経

ソルグスキー：組曲「展覧会の絵」』他多数をリリース。毎年定期

て、2015年桐朋学園大学音楽学部

的に東京でソロリサイタルを開催。東京藝術大学、お茶の水女

ピアノ科を首席で卒業。宮内庁主催
桃華楽堂新人演奏会に出演。2018
年度桐朋学園大学研究科修了。
こ
れまでに池川礼子、杉谷昭子、篠井寧子、中村順子に師事。作

子大学非常勤講師。

感染症拡大防止策について
【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。

曲を森山智宏、
ピアノを二宮裕子、練木繁夫に師事。2008年ドイ

●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

ツにてベルリンスタインウェイ国際ピアノコンクール第2位、聴衆賞

●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｡

及びコンサート賞受賞。2013年ショパン国際コンクールin Asia
プロフェッショナル部門最高位、飯塚新人音楽コンクールピアノ
部門第1位。2016年ザルツブルク=モーツァルト室内楽コンクール
1位。
ルーマニア国際コンクールにてピアノ部門最高位、
ルーマ
ニア音楽協会理事会賞、未来コンサルタンツ賞受賞。

お断りする場合がございます｡
【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、公演延期・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。

※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。 浜離宮朝日ホール

検索

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。
■37.5度以上、または普段より発熱がある。
■咳、咽頭痛、呼吸困難、味覚・嗅覚障害な
どの症状があり、体調がすぐれない。
■新型コロナウイルス感染症陽性とされ
た人との濃厚接触者で、政府所定の待
機期間にあたる。
■政府から入国制限・入国後の観察期間
を必要とされていた人と濃厚接触があ
り、政府所定の待機期間中にあたる。
（2022年7月現在）

チケ得
GINZA SIX

朝日新聞
東京本社
ビル2階

ホットドッグをご注文の方

サイズアップ無料!
※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

A3番出口
（エレベータ有）
新橋演舞場

セットドリンク

銀座地下
駐車場

ⒸTAISUKE OGAWA

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

K

