※令和４年度 舞台芸術創造活動活性化事業 申請中

第111回定期演奏会
2015年 浜松国際ピアノコンクール第１位

2021年 ショパンコンクール第２位＆ソナタ賞

同時受賞のアレクサンダー・ガジェヴと
若き巨匠 広上 淳一が協演
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ピアノ：アレクサンダー・ガジェヴ

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第 1 番 変ロ短調 op.23
指揮：広上

リムスキー = コルサコフ

淳一

交響組曲
「シェヘラザード」op.35

全席指定
（税込）

Ａ席

4,500 円

Ｂ席

Ｂ席学生

浜松公演

Ticket

静岡公演

©Masaaki Tomitori

2022年

2022年

6/25
6/26

●チケットぴあ

［WEB］https://t.pia.jp/

1,500 円

Pコード： 静岡 2 0 9 - 3 8 0
浜松

209-383

お近くのセブン - イレブン店内
マルチコピー機でも購入できます

■前売券販売

4月3日
（日）10:00 〜

主催・お問合せ

14：00開演

マリナート 大ホール
アクトシティ浜松

日 （13：00開場） 中ホール

※内容は変更になる場合がございます。

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

●富士山静岡交響楽団

［WEB］https://www.shizukyo.or.jp

［ T E L］054 - 203 - 6578 （平日 9：30 〜17：30）
浜松公演のみ

※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
※車いす席をご希望の方は、当楽団までお電話ください
※富士山静岡交響楽団会員は専用申込用紙または WEB
サイトからお申込みください

■アクトシティ浜松友の会先行予約 浜松公演

土 （13：00開場）

静岡市清水文化会館

チケット取り扱い

3,500 円

4月8日
（金）〜 6 月 23 日
（木）

14：00開演

●

https://www.hcf.or.jp

●アクトシティチケットセンター
［店頭］10 : 00 〜 19 : 00

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
ございます。ホームページで最新情報をご確認ください。 静 響

TEL 054−203−6578

チケットはこちら

（平日９：30〜17：30）

2021年４月に静岡交響楽団と浜松フィルハーモニー管弦楽団が合体、新法人としてスタートしました

●共催：公益財団法人浜松市文化振興財団（浜松公演）
●後援：静岡県、静岡市（静岡公演）
、浜松市（浜松公演）
●広報協力：静響を応援する会
●協賛：株式会社アイエイアイ あいネットグループ 加和太建設株式会社
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
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

profile
広上 淳一

Junichi Hirokami

conductor

指揮

東京生まれ。尾高惇忠にピアノと作曲を師事、音楽、音楽をすることを学ぶ。東京音楽大学指揮科卒業。1984年、26歳で「第１回キリル・
コンドラシン国際青年指揮者コンクール」に優勝。以来、フランス国立管、ベルリン放送響、コンセルトヘボウ管、モントリオール響、
イスラエル・フィル、ロンドン響、ウィーン響などメジャー・オーケストラへの客演を展開。これまでノールショピング響、リン
ブルク響、ロイヤル・リヴァプール・フィルのポストを歴任、このうちノールショピング響とは94年に来日公演を実現、さらに米国
ではコロンバス響音楽監督を務めヨーヨー・マ、五嶋みどりをはじめ素晴らしいソリストたちとともに数々の名演を残した。
近年では、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ響、スイス・イタリア管、モンテカルロ・フィル、
バルセロナ響、ビルバオ響、ポーランド国立放送響、スロヴェニア・フィル、サンクトペテルブルク・フィル、チャイコフスキー・
シンフォニー・オーケストラ、ラトビア国立響、ボルティモア響、シンシナティ響、
ヴァンクーヴァー響、サンパウロ響、ニュージー
ランド響等へ客演。国内では全国各地のオーケストラはもとより、サイトウ・キネン・オーケストラ、水戸室内管弦楽団にもたび
たび招かれ絶賛を博している。オペラ指揮の分野でもシドニー歌劇場デビューにおけるヴェルディ《仮面舞踏会》、《リゴレット》が
高く評価されたのを皮切りに、グルック、モーツァルトからプッチーニ、さらにオスバルト・ゴリホフ《アイナダマール》の日本
初演まで幅広いレパートリーで数々のプロダクションを成功に導いている。
2008年４月より京都市交響楽団常任指揮者を経て2014年４月より常任指揮者兼ミュージック・アドヴァイザー、常任指揮者とし
て13シーズン目の2020年４月より2022年３月まで京都市交響楽団第13代常任指揮者兼芸術顧問を務めた。2015年には同団とと
もにサントリー音楽賞を受賞。2017年４月からは札幌交響楽団友情客演指揮者、2020年４月より京都コンサートホール館長、
2021年９月より日本フィルハーモニー交響楽団フレンド・オブ・ＪＰＯ（芸術顧問）。2022年９月にはオーケストラ・アンサンブル
金沢アーティスティック・リーダーに就任する。また、東京音楽大学指揮科教授として教育活動にも情熱を注いでいる。
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アレクサンダー・ガジェヴ

piano

ピアノ

Alexander Gadjiev

2021年第18回ショパン国際ピアノコンクールで第２位およびクリスチャン・ツィメルマン賞（ソナタ最優秀演奏賞）を受賞。その
３か月前にはシドニー国際ピアノコンクールで優勝。2015年第９回浜松国際ピアノコンクールで優勝および聴衆賞を受賞、2018年
モンテカルロのワールド・ピアノ・マスターズで優勝、2019/2022年のＢＢＣニュー・ジェネレーション・アーティストに選抜さ
れるなど、若い世代における世界のトップを走り続けている。
音楽と中央ヨーロッパの文化に囲まれた幼少期は、アレクサンダー・ガジェヴの歩みを決定づけた。前者は、ピアノ教師・音楽家で
ある両親が築いた家庭環境に負うところが大きく、後者は、彼の生まれ故郷ゴリツィア（イタリア）に由来する。スロベニアとの
国境からほど近いゴリツィアは、多様な人びと・文化・言語が、ごく自然に交差している街である。これらのファクターは、さまざ
まな音楽様式や音楽言語を貪欲に吸収し、自分のものとし、自身の嗜好に合わせて変化させていく天性の能力をそなえたガジェヴに、
多大な影響をおよぼしてきた。
これまでにワレリー・ゲルギエフ、ユーリ・テミルカーノフ、アントニー・ヴィト、井上道義、山田和樹らの指揮のもと、マリインスキー
劇場管、ワルシャワ・フィル、
ＢＢＣフィルなどと共演。音楽祭への参加も多く、
ヴェルビエ音楽祭、オールドバラ音楽祭などに参加
している。

©Andrej Grilc

富士山静岡交響楽団

ＳＮＳで
最新情報を
発信中！

Mt. Fuji Philharmonic Orchestra

管弦楽

2020年11月、いずれもNPO法人であった静岡交響楽団（創立1988年）と浜松フィルハーモニー管弦楽団（創立1998年）が合体し、2021年
4月より一般財団法人「富士山静岡交響楽団」として演奏活動を開始、県内唯一の常設プロオーケストラとして地域に密着した活動を
展開。定期演奏会、企業協賛特別演奏会を始め、まちかどコンサート、病院、老人福祉施設、こども園などへのアウトリーチ、また学校
向けの鑑賞教室などの音楽普及活動に力を注ぐ。合体により、演奏活動の範囲も県下全域に広がり、演奏会も年間大小合わせ150回を
数えるに至り、名実ともに静岡県を代表するオーケストラとして地域の音楽文化の普及と向上に貢献している。指揮者やソリスト陣の
充実を伴いつつさらなる演奏力の向上を図り、法人の公益財団法人化とも相まって、当面の目標とする日本オーケストラ連盟正会員入
りに大きく前進を続けている。
2018年から高関健氏がミュージックアドヴァイザーとして参画、2021年から首席指揮者として引き続き演奏力の向上に力を注いでいる。

コロナ禍における
チケットのお申込みについて

・公演中止や延期の場合を除き、感染拡大への不安や体調不良、感染によるチケットの払い戻しはいたしかねます。ご自
身の体調や環境、状況を踏まえ、あらかじめご了承の上、お申込みをご検討ください。
・公演の中止や延期が生じた場合、それに伴う払い戻し等の対応については、ホームページ等でご案内させていただきま
す。チケットはなくさずに保管をお願いいたします。

会場へのアクセス

静岡市清水文化会館 マリナート

静岡市清水区島崎町214

JR 清水駅みなと口（東口）
より 徒歩約３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。

ご来場の際は
公共交通機関を

港湾道路
河岸の市

丸倉
モータープール
ホテル
クラウンパレス

浜松郵便局

JR 清水駅
東口

北口
遠鉄百貨店

駅北駐車場

浜松科学館

バス
ターミナル

新浜松駅

清水駅
東口
駐車場

広小路

清水テルサ

※有料駐車場はございますが、
満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。

自由通路

静岡市清水文化会館 マリナート

名古屋方面から…東名高速浜松西 I.C. → 車で 30 〜 4 0 分
東京方面から…東名高速浜松 I.C. → 車で 30 〜 4 0 分

第一
通り
駅

新清水駅

静鉄

南幹線

国道１号線

ご利用ください。

さつき通り
清水
区役所

浜松市中区板屋町111-1

JR 浜松駅北口から徒歩約 5 分

静岡鉄道新清水駅より 徒歩 約 1 0 分

巴川

アクトシティ浜松

JR

駅

浜松

アクトシティ浜松

南口

（地下有料駐車場あり）

スルガ銀行

