芸術文化振興基金申請中
静岡交響楽団と浜松フィルハーモニー管弦楽団が合体、2021年4月から富士山静岡交響楽団として新たにスタートします

第102回定期演奏会
日本におけるバロック音楽界の
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先導者・鈴木秀美が、
富士山静岡交響楽団に
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富士市文化会館 ロゼシアター
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C.P.E. バッハ

弦楽のためのシンフォニア ハ長調 Wq.182-3
モーツァルト

交響曲第 41 番 ハ長調 K.551
ベートーヴェン

交響曲第 5 番 ハ短調 op.67「運命」
※内容は変更になる場合がございます。

指揮：鈴木

秀美
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Ticket
全席指定

4,500 円

Ｂ席

3,500 円

Ｂ席学生

1,500 円

※当日 500 円増（Ｂ席学生は前売と同額）
※未就学のお子様の入場はご遠慮ください
※B 席学生は 25 歳以下の大学生まで

■前売券販売期間

4月2日
（金）〜 5 月 27 日
（木）
お問い合わせ／富士山静岡交響楽団

チケット取り扱い
チケットぴあ
https://t.pia.jp/

TEL 0570-02-9999

P コード： 静岡 193-244
富士 193-588
お近くのチケットぴあ、
セブン-イレブン各店舗でも
お買い求めいただけます。
新型コロナウイルス
感染症対策に
ご協力ください

富士山静岡交響楽団ホームページ
https://www.shizukyo.or.jp
富士公演のみ

（税込み）

Ａ席

ロゼシアター・チケット窓口（窓口販売）
TEL 0545-60-2500
すみやグッディ富士店（窓口販売）
TEL 0545-55-3673

ご来場の際はマスクを着用いただき、体調不良の場合は来場をご遠慮ください。今後の
感染拡大状況により、本公演を変更・中止する場合が
富士山静岡交響楽団
ございます。ホームページで最新情報をご確認ください。

TEL 054 -203 - 6578（平日10：00〜17：00）

※芸術文化振興基金申請中
主催：一般財団法人 富士山静岡交響楽団
後援：静岡県、静岡市（静岡公演）、富士市（富士公演）
あいネットグループ 木内建設株式会社
協立電機株式会社 株式会社小糸製作所
株式会社小林製作所
サーラグループ
協賛：株式会社アイエイアイ
静岡ガスグループ
株式会社静岡銀行
株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社 しずおか焼津信用金庫 静鉄グループ
株式会社清水銀行
将軍堂株式会社
鈴与グループ
スター精密株式会社 中部電力株式会社 TOKAIグループ
はごろもフーズ株式会社 パーパス株式会社
浜松ホトニクス株式会社 株式会社村上開明堂 ヤマハ株式会社
ヨシコン株式会社

チケットはこちら

Hidemi Suzuki
鈴木 秀美

conductor

指揮

神戸生まれ。20 世紀の最後 16 年間オランダ・ベルギーに住み、ヨーロッパ各地、アジア
で演奏・指導する他、ブリュッセル王立音楽院バロック・チェロ科に初代教授として
招聘され、2000 年に帰国するまで務めた。ソリストとして、また 18 世紀オーケストラ、
ラ・プティット・バンドのメンバー及び首席奏者として演奏し、バッハ・コレギウム・ジャ
パンでは創立から 2014 年まで首席奏者を務め、バッハの全宗教作品の通奏低音を演奏・
録音した。1995 年には日本人としては初めてのオリジナル楽器による「バッハ / 無伴奏
チェロ組曲全曲」をドイツ・ハルモニア・ムンディからリリースし、平成 7 年度文化庁
芸術作品賞を受賞したほか、数々の賞を受賞している。2001 年に古典派を専門とする
オーケストラ・リベラ・クラシカ (OLC) を創設し、ハイドンを中心とするコンサートを
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行う。自身のレーベル《アルテ・デラルコ》から OLC、室内楽、ソロ等の録音を続々と
リリース。指揮者として日本各地の交響楽団に客演するほか、ポーランド、オーストラリア、ベトナムなどに招かれる。
山形交響楽団首席客演指揮者。東京音楽大学チェロ科客員教授、東京藝術大学古楽科講師。雑司谷拝鈍亭終身学長。
（音楽之友社）
2021 年より神戸市室内管弦楽団音楽監督に就任。 著書に「『古楽器』よ、さらば !」
「 ガット・カフェ」
「無伴奏チェロ組曲」（東京書籍）
「通奏低音弾きの言葉では、
」（アルテス・パブリッシング）。第 37 回サントリー音楽賞、
2011 年度斎藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。

Mt.Fuji Philharmonic Orchestra
富士山静岡交響楽団

管弦楽

2020 年11 月、いずれも NPO 法人であった静岡交響楽団と浜松フィルハーモニー管弦楽団が合体し、一般財団法人「富士山
静岡交響楽団」として本年４月より演奏活動をスタート。
静岡交響楽団は 1988 年に創立し、地域に密着した常設プロオーケストラとして、定期演奏会や企業協賛の特別演奏会をはじ
め街角コンサートや子ども向けの鑑賞教室などの音楽文化普及活動、病院・老人福祉施設へのアウトリーチ活動を展開。近
年は、日本オーケストラ連盟正会員を目指す取り組みを本格化し、演奏力の向上と演奏機会の拡充に努め、2020 年 12 月には
定期演奏会 100回記念の東京公演を盛況のうちに催行した。
浜松フィルハーモニー管弦楽団は 1999 年に発足し、地元出身のプレーヤーによるプロオーケストラとして、演奏会や子ども向け
コンサート、国内外の著名なゲストを招いての演奏会など地元浜松に根ざした音楽活動を行ってきたが、2020 年 7 月に活動休
止を決め、そのレガシーを新法人富士山交響楽団に継承することとなった。
富士山静岡交響楽団は、名実ともに静岡県を代表するオーケストラとして地域文化の向上に貢献するため、演奏活動や音楽
普及活動を全県域に展開していく。
定期演奏会のご案内

第103回定期演奏会

指揮・ピアノ：野平 一郎
シューベルト／交響曲第 5 番 変ロ長調 D.485
モーツァルト／ピアノ協奏曲第 23 番 イ長調 K.488
ラヴェル／亡き王女のためのパヴァーヌ
組曲「マ・メール・ロワ」

6月 19日（土）14：00開演
静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

ＳＮＳで最新情報を発信中！

会場へのアクセス

富士市文化会館ロゼシアター

静岡市清水文化会館 マリナート
〒424-0823 静岡市清水区島崎町214

〒416-0953 静岡県富士市蓼原町1750番地

JR 富士駅北口より中央病院経由吉原中央駅行き
（約 15 分）
「ロゼシアター入り口」下車、徒歩 2 分

JR 清水駅みなと口（東口）
より 徒歩約３分
静岡鉄道新清水駅より 徒歩 約 1 0 分
※一般来場者用の駐車場・駐輪場はございません。
お車及び自転車でお越しの方は、
清水駅東口駐車場・駐輪場（有料）
ほか、
近隣の有料駐車場をご利用ください。
国道１号線

新清水駅

静鉄

南幹線

巴川

さつき通り

静岡市清水文化会館 マリナート
清水テルサ

清水駅
東口
駐車場

港湾道路
河岸の市

JR 清水駅
東口

ご来場の際は
自由通路

清水
区役所

JR 新富士駅北口より吉原中央駅行き
（約 15 分）
「ロゼシアター前」下車、徒歩すぐ

公共交通機関を
ご利用ください。

