静岡市「まちは劇場」推進事業
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当選の発表は発送を
もってかえさせて
いただきます

おおかみ

ピーター と 狼
おおかみ

世界中のこども達に愛される交響的物語「ピーターと狼」を
バレエ付きでお贈りします。

静岡公演

国内外で活躍する若手指揮者 齋藤友香理を迎え、

その他、オーケストラ演奏によるクラシックの名曲を、

指揮

清水公演

赤ちゃんが泣いても大丈夫!!

齋藤 友香理
演奏

10/1

土

13：30 開演

(12：30 開場）

静岡市民文化会館 大ホール

（静岡市葵区駿府町 2-90）

親子で一緒にお楽しみください。
演奏中の出入りOK!

2022.

2022.

11/26

土

休憩なし
１時間

13：30 開演

(12：30 開場）

静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

（静岡市清水区島崎町 214）

富士山静岡交響楽団
◆

バレエ
バレエ団芸術座

◆ 演出・振付

深沢 和子（バレエ団芸術座）
◆ プロジェクションマッピング

荒井 雄貴（荒井音楽企画）

プログラム
●チャイコフスキー／「くるみ割り人形」より “行進曲”、“トレパック”
●アンダーソン／踊る子猫
●中西圭三／ぼよよん行進曲
●織田哲郎（編曲：杉浦邦弘）／踊るポンポコリン
●プロコフィエフ／交響的物語「ピーターと狼」作品 67

バレエ付

※曲目は都合により変更する場合がございます。

主催：静岡市

企画・制作・お問い合わせ：公益財団法人富士山静岡交響楽団

TEL054-203-6578

応募方法は裏面をご覧ください
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指揮／齋藤 友香理

かず

こ

演出・振付／深沢 和子

Yukari Saito, Conductor

桐朋学園大学ピアノ科卒業後、指揮を黒岩英臣、
高関健、梅田俊明の各氏に師事。小澤征爾氏に
より指揮研修生に選ばれて特別レッスンを受講
した後、2010 年にはサイトウ・キネン・フェス
ティバル松本の青少年のためのオペラ《ヘンゼ
ルとグレーテル》でオペラデビューを果たした。
2013 年からドイツのドレスデンに拠点を移し、
ドレスデン音楽大学大学院指揮科に在籍、G.C.
ザンドマン教授に師事し、修了。またモーリッ
ツブルグ音楽祭で H. シフのアシスタントを務め
た。2015 年、ブザンソン国際指揮者コンクール
で聴衆賞とオーケストラ賞を同時受賞。その後はリール国立管を指揮し
欧州デビューし、ウィーンのトーンキュンストラー管も指揮。2018 年
にはバイエルン州立歌劇場のワーグナー《パルジファル》で、音楽監督
K. ペトレンコのアシスタントを務めた。
国内では読売日響、東京響、東京フィル、日本フィル、群馬響、大阪フィル、
日本センチュリー響、兵庫県立芸術文化センター管、九州響を指揮。

Kazuko Fukazawa

1999 年文化庁派遣芸術家在外特別研
修員に選出され、オランダ・フランス・
ドイツを廻る。その後、文学作品の
バレエ化を続々と発表。作品に『袈
裟と盛遠』
『罪と罰』
『赤と黒』
『異邦人』
『王 女 マ ル ガ リ ー タ』『シ ラ ノ・ド・
ベルジュラック』『真夏の夜の夢』等
がある。1996 年発表の『罪と罰』が
96 ベスト・スリーに選出。2001 年
発表の『異邦人』が 01 ベスト・スリー
賞・2002 年橘秋子賞「特別賞」を受賞。
静岡交響楽団とのコラボで 2012 年『シンデレラ』2013 年『く
るみ割り人形』と 2 年連続オーケストラと共演。
2019 年『白鳥の湖〜新演出による〜』を静岡市民文化会館
大ホールに於いて上演。
2021 年『シンデレラ〜深沢和子新演出による〜』をめぐろ
パーシモン大ホールに於いて上演。

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し、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。
2022 年 4 月より公益財団法人の認可を受け、財政基盤の強化と更なる演奏力の向上に向けて大きく前進を続けている。
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富士山静岡交響楽団

Mt. Fuji Philharmonic Orchestra

※1

対

象

子ども （０歳児を含む乳幼児〜未就学児）と

※1
※2

その保護者

※2

定員
［静岡］
1800名 ［清水］
1300名

2022 年 4 月時点で、小学校入学前のお子様。ただし、未就学児の兄弟と一緒に来場される場合は、小学生のお子様もお申込み
いただけます。
（0 歳のお子様も申込みが必要です。
）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、定員は変更する場合がございます。

インターネット 静岡市電子申請システムよりお申込みください。

https://logoform.jp/f/7c21p

応募方法

※静岡市コールセンターは、電話が集中するとつながりにくくなる場合がありますので、静岡市電子申請システムのご利用をおすすめします。
※携帯電話及びスマートフォンの一部からのご利用が制限される場合があります。その場合は静岡市コールセンターよりお申込みください。

静岡市コールセンター
電話で、次の
４点をお伝え
ください。

054 - 200 - 4894 （受付時間８: 00 〜 20 : 00）

❶ 希望会場
（静岡または清水） 公演内容は同一のため、いずれかの会場を選択してください。
❷ 代表者氏名 ❸ 代表者の郵便番号・住所・電話番号
の人数」
❹ 参加人数「大人と子ども
（未就学児 ※3・小学生）
※3 ０歳児を含む全ての未就学児

2022 年 7 月 21 日（木）から 8 月 19 日（金）まで
応募受付
期間

・1 家族につき 1 回のお申込みとさせていただきます。同一住所のお申込みは無効です。

・当選の発表は代表者への入場ハガキの発送をもってかえさせていただきます。
・当選された場合、入場ハガキは2022年9月7日（水）までに郵送します。
・落選の方には通知いたしませんので、ご了承ください。

注意事項

主催：静岡市

駐車場の
近隣施設との共用駐車場ですの
ご案内

・新型コロナウイルス感染者が確認された場合、必要に応じて来場者の情報を保健所等公的
機関へ提供する可能性がございます。
・新型コロナウイルス感染症対策のため、座席を指定させていただく場合がございます。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、コンサート自体を中止させていただく場合が
ございます。

企画・制作・お問い合わせ：公益財団法人富士山静岡交響楽団

で満車となる場合があります。
あらかじめご了承ください。

静岡市民文化会館前駐車場
基本料金 30 分100 円

（営業時間 8:30〜22:00）

JR 清水駅東口駐車場（マリナート隣接）
基本料金 30 分100 円
マリナート周辺駐車場の
地図はこちら

電話 054-203-6578（平日 9：30〜17：30）
※内容は都合により変更になる場合がございます。

