第 26 回活水同窓会筑後支部チャリティコンサート

ベルリン・コンチェルトハウス
室内オーケストラ
と

き

2017

9 21

演奏会
■プログラム

18:30開演（開場17:30）

●パッヘルベル

カノンとジーグ ニ長調

●ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲 op8-1〜4
「四季」（全曲）

●バーバー

弦楽のためのアダージョ

ところ

石橋文化ホール

●チャイコフスキー

弦楽セレナード ハ長調 op48

※曲目は都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

入場料

前売り

5,000円（当日 6,000円）

同時
開催

ユ ニ セ フ パネル展

活水同窓会筑後支部

●主

催

●後

援 久留米市・久留米市教育委員会・久留米文化推進協議会・
久留米商工会議所・朝日新聞社・毎日新聞社・読売新聞西部本社・
西日本新聞社・久留米日日新聞社・くーみんテレビ・
ドリームスエフエム放送・久留米ユニセフ協会・活水同窓会

熊本地震・東日本大震災（福島県）復興支援

■お問い合わせ

活水同窓会筑後支部 ー TEL 0942-21-0974

■プレイガイド
石橋文化センター内ー0942-33-2271
岩田屋久留米店ー0942-35-7111
木下楽器店ー0942-38-1111

名曲堂ー0942-32-4183
チケットぴあ（予約）ー0570-02-9999
P コ ー ド 3 3 1-743

ユニセフ・スペシャルオリンッピックス・日本福岡活動支援

第26回 活水同窓会筑後支部チャリティコンサート
ベルリンで最も美しい広場と言われる ジャンダルメン・マルクト に建つ ベルリン・コンチェルトハウス

●

ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ

『ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ』
の母体であるベルリン・コンツェルトハ
ウス管弦楽団／Konzerthausorchester Berlin
（旧称ベルリン交響楽団／Berliner
Sinfonie-Orchester）
は、
楽都ベルリンのコンツェルトハウス(旧シャウシュピールハウ
ス)を本拠地に1952年設立された旧東ドイツを代表する伝統ある名門オーケストラ。
1960〜1977年の間は名匠クルト・ザンデルリンクが首席指揮者を務め、近年では
2017年春にエリアフ・インバル指揮で来日している。2008年にヴァイオリンの日下紗
矢子が日本人初の第１コンサートマスターに就任、
短期間のうちに団員の厚い信頼と
支持を得て、
翌2009年には日下紗矢子をリーダーとして
『ベルリン・コンツェルトハウス
室内オーケストラ』
が結成された。ベルリンでの旗揚げ公演は大成功を収め、
以降も常
に意欲的なプログラムを取り上げながら着実にその評価を高め、
チェロの巨匠ミッ
シャ・マイスキーとの共演、
ヴァイオリン奏者ダニエル・ホープとのドイツ・グラモフォンで
のＣＤ録音
（2013年独エコー賞受賞）
など急速に活動の場を広げている。現在本拠
地コンツェルトハウスで年3回の定期演奏会を行うほか国内外への招聘も相次いでお
り、2012年からはベルリンのb-sharpよりＣＤが続々リリースされている
（2015年の
「バルトーク＆ピアソラ集」は
『レコード芸術誌《特選盤》』
に選出）
。2013年初来日、
精
緻かつ躍動感あふれるアンサンブルと美しい響きで絶賛を博した。2015年の来日公
演ではＮＨＫが収録しＢＳ
「クラシック倶楽部」、
Ｅテレ「クラシック・ハイライト2015」、
同
「クラシック音楽館」等でオンエアされた。今回が3回目の来日となる。

日下紗矢子

●

（ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団第１コンサートマスター）
兵庫県出身。東京芸術大学を首席で卒業。米・南メソディスト大学大学院および
フライブルク音楽大学留学。2000 年パガニーニ国際コンクール第 2 位。
日本音
楽コンクール第 1 位。
シベリウス国際コンクール第 3 位。2002 年ロドルフォ・リ
ピツァー国際コンクール第 1 位、併せてバッハ賞、モーツァルト賞、現代曲賞など
7 つの副賞を受賞。2009 年第 19 回出光音楽賞、2013 年ミュージックペンクラ
ブ・ベストニューアーティスト賞ほか受賞歴多数。
ソリストとして国内外のオーケ
ストラと多数共演。
ロッケンハウス音楽祭をはじめ数々の音楽祭へ出演。2008 年
ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団第 1 コンサートマスター就任。翌 2009 年
に設立されたベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラのリーダーにも抜擢
される。2011 年 1 月ベルリンの日本大使館で行われた
「日独交流 150 周年」
オー
プニング式典ではドイツ大統領出席のもと演奏を披露。
ＣＤ
「Sayako Kusaka
Solo Violin」(HERB-011) リリース。2013 年リリースの「Sayako Kusaka リ
ターン・トゥ・バッハ」(COCQ-84998) は、平成 25 年度 ( 第 68 回 ) 文化庁
芸術祭賞レコード部門「優秀賞」受賞および「レコード芸術」誌上で「特選盤」に選
出される。2014 年より東京・トッパンホール主催「日下紗矢子・ヴァイオリンの地
平」シリーズが進行中。2013 年読売日本交響楽団コンサートマスター就任
（2017 年度からは特別客演）、日独両オーケストラのコンサートマスターを兼務す
る。
オーケストラ、室内楽、
ソロと活発な活動を展開している。
ベルリン在住。

活水同窓会筑後支部チャリティコンサートのあゆみ
出演者

義援金贈呈先
島原市

第1回 1992年11月5日
王莉 中国琴コンサート

古箏 王莉

第2回 1993年7月30日
安永徹ヴァイオリン演奏会

ヴァイオリン 安永徹
ピアノ 市野あゆみ

島原市

第3回 1994年9月6日
アンサンブルの夕べ

ヴァイオリン 河邊俊和
チェンバロ 山本香代子 他

島原市

第4回 1995年9月9日
古澤巌ヴァイオリンの夕べ

ヴァイオリン 古澤巌、コントラバス ジレシンス
島原市
ヴィオラ ジャン・バプテスト・ブルニエ
兵庫県
チェロ ジェロムペルノ、ピアノ ステファンプテジャン

第5回 1996年9月7日
ピアノ 羽田健太郎
羽田健太郎ピアノコンサート

島原市
兵庫県

第14回 2005年7月16日
トカレフ
（ピアノ）
＆
チェコ・プラハ管弦楽団演奏会
第15回 2006年11月29日
スタニスラフ・ブーニン
ピアノリサイタル
第16回 2007年11月28日
ウィーン・フィルハーモニア・
ピアノトリオ演奏会
第17回 2008年10月14日
ミッシャ・マイスキー
チェロ演奏会
第18回 2009年5月27日
團 伊久磨 生誕85年
佐藤しのぶリサイタル
第19回 2010年12月7日
ゲヴァントハウス
弦楽四重奏団演奏会
第20回 2011年11月13日
国立モスクワ合唱団演奏会

第6回 1997年9月7日
オペラコンサート

ソプラノ 大倉由紀枝
テノール 小林一男
バリトン 牧野正人、
ピアノ 相庭尚子

兵庫県
スペシャルオリンピックス日本・福岡

第7回 1998年9月9日
長野オリンピック文化・
芸術参加作品いのちの祝祭
第8回 1999年6月26日
プラハ・ターリッヒ室内
オーケストラ演奏会
第9回 2000年9月9日
夢のゴールデントリオ演奏会

わらび座

兵庫県
スペシャルオリンピックス日本・福岡

ヴァイオリン 渡辺玲子
指揮 武藤英明
管弦楽 プラハ・ターリッヒ室内オーケストラ
ヴァイオリン 堀正文
チェロ 藤原真理
ピアノ 清水和音
フルート 山形由美
指揮 武藤英明
管弦楽 チェコ・プラハ管弦楽団
ヴァイオリン ギュンター・ザイフェルト、
ミラン・セテナ、
エックハルト・ザィフェルト
コントラバス ヨーゼフ・ピツェック

兵庫県
スペシャルオリンピックス日本・福岡

第21回 2012年11月1日
ギドン・クレーメル
トリオ演奏会

兵庫県・北海道
（有珠山）
スペシャルオリンピックス日本・福岡

第22回 2013年9月3日
モーツァルトの夕べ

兵庫県
スペシャルオリンピックス日本・福岡
三宅村・ユニセフ
ユニセフ
スペシャルオリンピックス日本・福岡
プラハ日本人学校
（動物園）
ユニセフ
スペシャルオリンピックス日本・福岡
プラハ日本人学校
（動物園）
ユニセフ
スペシャルオリンピックス日本・福岡
プラハ動物園水害復興支援

第23回 2014年9月26日
ベートーヴェンの夕べ

第10回 2001年5月30日
チェコ・プラハ管弦楽団

第11回 2002年10月30日
ウィーン・ガイゲン・
クヮルテット演奏会
第12回 2003年6月10日
ギター クロード・チアリ
クロード・チアリ＆東京ハルモニア室内 指揮 武藤英明
オーケストラ演奏会
東京ハルモニア室内オーケストラ
第13回 2004年10月19日
ヴァイオリン 千住真理子
千住真理子＆スーク室内
管弦楽 スーク室内オーケストラ
オーケストラ演奏会

第24回 2015年12月4日
ピアノの夕べ
第25回 2016年5月24日
ウィーン少年合唱団

出演者
ピアノ トカレフ
指揮 武藤英明
管弦楽 チェコ・プラハ管弦楽団
ピアノ スタニスラフ・ブーニン

ヴァイオリン ウェルナー・ヒンク
チェロ フリッツ・ドレシャル
ピアノ ジャスミンカ・スタンチュール
チェロ ミッシャ・マイスキー
ピアノ パーヴェル・ギリロフ

義援金贈呈先
福岡県西方沖地震
（玄界島）
・
ユニセフ
（スマトラ沖地震・津波）
復興支援
ユニセフ
スペシャルオリンピックス日本・福岡
ユニセフ
スペシャルオリンピックス日本・福岡
久留米市
（ピアノ購入基金）
ユニセフ
スペシャルオリンピックス日本・福岡
久留米市
（ピアノ購入基金）

ユニセフ
スペシャルオリンピックス日本・福岡
久留米市
（ピアノ購入基金）
ユニセフ
スペシャルオリンピックス日本・福岡
久留米市
（ピアノ購入基金）
東日本大震災復興支援
（福島県）
芸術監督 ウラディーミル・ミーニン
ユニセフ
国立モスクワ合唱団
スペシャルオリンピックス日本・福岡
東日本大震災復興支援（福島県）
・ユニセフ
ヴァイオリン ギドン・クレーメル
スペシャルオリンピックス日本・福岡
ピアノ カティア・ブニアティシュヴィリ
チェロ ギードゥレ･ディルバナウスカイテ 九州北部豪雨災害復興支援（八女市・柳川市）
東日本大震災復興支援
（福島県）
クラリネット ペーター・シュミードル
ユニセフ
ピアノ 海老彰子、
指揮 武藤英明
管弦楽 九響メンバーによる室内オーケストラ スペシャルオリンピックス日本・福岡
ソプラノ 佐藤しのぶ
ピアノ 森島英子
ゲスト 現田茂夫
ヴァイオリン フランク＝ミヒャエル・エルベン、
コンラート・ズスケ
ヴィオラ オラフ・ハルマン、チェロ ユルンヤーコブ・ティム

東日本大震災復興支援（福島県）
・ユニセフ
指揮 武藤 英明
スペシャルオリンピックス日本・福岡
ヴァイオリン 渡辺 玲子
オーケストラ チェコ国立室内管弦楽団パルドビツェ 広島豪雨災害復興支援（広島市）
東日本大震災復興支援
（福島県）
ピアノ 仲道郁代
ユニセフ
横山幸雄
スペシャルオリンピックス日本・福岡
指揮 オリヴァー・シュテッヒ
ウィーン少年合唱団

熊本地震（熊本県）
・東日本大震災復興支援（福島県）
ユニセフ
スペシャルオリンピックス日本・福岡

