藝大定期第403回

定期演奏会
指揮
Conductor

オーボエ
Oboe

管弦楽
Orchestra

山下 一史

Kazufumi Yamashita

吉井 瑞穂
Mizuho Yoshii

藝大フィルハーモニア管弦楽団

The Geidai Philharmonia Orchestra, Tokyo

ペルト : ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌

Arvo Pärt : Cantus in Memory of Benjamin Britten

R.シュトラウス : オーボエ協奏曲 ニ長調
Richard Georg Strauss : Oboe Concerto in D Major

チャイコフスキー :

交響曲第5番 ホ短調 作品64

Pyotr Ilyich Tchaikovsky : Symphony No. 5 in E Minor, Op. 64

2021年

4 月23 日（金）

東京藝術大学奏楽堂〔大学構内〕
［チケット取り扱い］

19 : 00 開演（18:15開場）
入場料

3,000円 〔全席指定〕

※当日券の販売はございません。

※就学前のお子様の同伴・入場はできませんので、
ご了承ください。
※スケジュール・曲目・出演者等は都合により変更となる場合がありますので、
ご了承ください。

［お問い合わせ］
♦ヴォートル・チケットセンター
TEL : 03-5355-1280 http://ticket.votre.co.jp
♦チケットぴあ
TEL : 0570-02-9999 https://t.pia.jp《Pコード：193-561 》 ♢東京藝術大学演奏藝術センター TEL : 050-5525-2300
♦藝大アートプラザ（店頭販売のみ）TEL : 050-5525-2102
♢東京藝術大学ホームページ https://www.geidai.ac.jp
♦東京文化会館チケットサービス TEL : 03-5685-0650 https://t-bunka.jp/tickets
https://eplus.jp
主催：東京藝術大学音楽学部・東京藝術大学演奏藝術センター
♦イープラス（e+）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
出演者・スタッフの体調管理、
入場者の制限、
換気強化等の対策に取り組んでおります。ご来場のお客様にも体調管理、
手指消毒、マスク着用等にご協力をお願いいたします。なお、
「37.5℃以上の発熱、咳・呼吸困難、体調に不安のある方」
、
「マスクを着用されない方」
、その他対
策にご協力いただけない場合は、主催者の判断により入場をお断りいたします。最新情報は藝大ホームページでご確認ください。

藝大定期第403回

藝大フィルハーモニア管弦楽団定期演奏会
昨年より世界中を襲ったコロナウイルスの猛威で、
オーケス
トラをはじめ、
我々の多くの芸術活動や教育が制限される辛い一年でありました。
東京藝術大学や藝大フィルハーモニア管弦楽団でも、
きめ細かな安全対策を実施することにより、
今年度はこうしてお客様をお迎え
して定期演奏会が開催できますこと大変有り難く感じております。
この定期演奏会では、
作曲家ペルトがブリテンにそうしたように、
私たちから全世界に向けて、
こうして日常を過ごせることに感謝し祈りを
捧げ、
そして、
昨年皆様にご披露する予定であったプログラムを演奏いたします。
昨年４月に東京藝術大学に迎えたオーボエ吉井瑞穂准教授には、長きに渡ってドイツでの演奏活動の中、
シュトゥットガルト放送響、
バイエルン放送響、
ケルン放送響、
フランクフルト放送響等の一流のオーケストラとの共演の証を、本日、R.シュトラウスの協奏曲で聴か
せていただけることと期待しております。
また、
後半プログラムは山下一史教授のチャイコフスキー交響曲第5番の渾身の演奏を、
安全対策を充分講じた奏楽堂で、
皆様に、
安心して存分に堪能していただければ幸いです。
皆様のご来聴、
心よりお待ち申し上げます。
酒井 敦 藝大フィルハーモニア管弦楽団事務局長／音楽学部指揮科准教授

指揮 : 山下 一史 Conductor : Kazufumi Yamashita

©ai ueda

桐朋学園大学を卒業後、
ベルリン芸術大学に留学、
ニコライ・マルコ国際指揮者コンクールで優勝。
カラヤンが亡くなる
まで彼のアシスタントを務める。その後ヘルシンボリ響首席客演指揮者を務めた。日本国内ではＮ響を指揮してデ
ビュー、
以後主要オーケストラに定期的に出演、
好評を得ている。
これまでにアンサンブル金沢プリンシパル・ゲスト・コ
ンダクター、九響常任指揮者、大阪音大ザ・カレッジ・オペラハウス管常任指揮者ならびに名誉指揮者、仙台フィル指揮
者ならびに正指揮者を歴任。
シューマン作曲歌劇「ゲノフェーファ」
日本舞台初演など、
オペラ、
オーケストラの両面にお
いてますます注目を浴びている。
現在、
千葉交響楽団音楽監督として、
「おらが街のオーケストラ」
をキャッチフレーズに
定期から音楽教室まで幅広く活動をしている。
東京藝術大学音楽学部指揮科教授。

オーボエ : 吉井 瑞穂 Oboe : Mizuho Yoshii
東京藝術大学入学後に渡独し、カールスルーエ音楽大学を首席で卒業。日本音楽コンクール優勝をはじめ、国内外
のコンクールで入賞。ベルリンフィルをはじめ欧州主要オーケストラの客演奏者を務めている。クラウディオ・アバド
に認められ（共演 200 回以上）2000 年からマーラー室内管弦楽団首席奏者として欧州を中心に演奏活動を行う。
ソロや室内楽でも精力的な活動を展開し、テツラフ弦楽四重奏団、レイフ・オヴェ・アンスネス、マーティン・フロ
ストらと共演。ルツェルン祝祭管設立メンバー。東京藝術大学准教授。鎌倉市出身・在住。第 49 回 JXTG 音楽賞
奨励賞受賞。―甘美な音色と豊かな音楽性で世界の聴衆を魅了する国際派オーボエ奏者。

管弦楽 : 藝大フィルハーモニア管弦楽団 Orchestra : The Geidai Philharmonia Orchestra, Tokyo
藝大フィルハーモニア管弦楽団
（2016年秋、
藝大フィルハーモニアから改称）
は東京藝術大学に所属するプロフェッショナル・オーケストラで、
年２回
の
「定期演奏会」
、
声楽科との
「合唱定期」
、
オペラ研究部との
「オペラ定期」
「
、新卒業生紹介演奏会」
のほか、
年末恒例の
「チャリティーコンサート・
メサイア」
（朝日新聞厚生文化事業団・朝日新聞社主催）
「
、台東第九公演」
などを行っている。
教育面では、
器楽科・声楽科学生との協奏曲等の共
演および作曲科学生の作品披露を行っている
「モーニング・コンサート」
、
指揮科学生との演奏会・試験・演習など、
学生の演奏経験の拡充に資し
ている。
前身である東京音楽学校管弦楽団は、
我が国初の本格的なオーケストラで、
ベートーヴェンの
《交響曲第5番
「運命」
》
《
、交響曲第9番
「合唱
付き」
》
、
チャイコフスキーの
《交響曲第6番
「悲愴」
》
などに加え、
ブルックナーの
《交響曲第7番》
と
《交響曲第9番》
を本邦初演し、
日本の音楽界の礎
石としての活動を果たしてきた。
2017年6月には
「日本・チリ修好120周年」
を記念して、
南米チリ公演
（4公演）
を行い、
聴衆を魅了した。
（公社）
日本
オーケストラ連盟準会員。

東京藝術大学 奏楽堂 〔大学構内〕
〒110- 8714
交通のご案内

一

東京都台東区上野公園 12- 8

■JR 上野駅 ( 公園口 )・鶯谷駅 ( 南口 )
2
東京メトロ千代田線根津駅 より 徒歩 10 分

5-1

■京成線京成上野駅

東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅 より 徒歩 15 分
※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
デザイン：植村 真

