
公益財団法人 富士山静岡交響楽団　　TEL 054－203－6578 （平日９：30～17：30）主催・お問合せ

●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）、静岡県合唱連盟
●助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）、独立行政法人日本芸術文化振興会、公益財団法人アフィニス文化財団
●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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ●広報協力：静響を応援する会

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、「富士山静岡交響楽団」としてスタートしました

バス
加藤 宏隆

テノール
松原 陸

ソプラノ
浜田 理恵

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。

新型コロナウイルス
感染症対策に
ご協力ください

第115回定期演奏会

4,500 円
3,500 円
1,500 円

Ticket
全席指定
（税込）

Ａ席
Ｂ席
Ｂ席学生

※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
　サイト内会員ページからお申込みください

チケット取り扱い

8月19日（金）～ 11月17日（木）
■前売券販売

8月7日（日）10:00 ～

チケットはこちら

■アクトシティ浜松友の会先行予約 浜松公演

チケットはこちら

静響

浜
松
公
演
の
み

●　　　　　　　　  https://www.hcf.or.jp
●アクトシティチケットセンター
 ［店頭販売のみ］ 10:00 ～ 19:00

●富士山静岡交響楽団
［WEB］ https://www.shizukyo.or.jp
［TEL］ 054-203 -6578  （平日9：30～17：30）

●チケットぴあ
［WEB］ https://t.pia.jp/
Pコード：  静岡  209-408
　　　　　 浜松  209-409
　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

19：00開演
（18：00開場）11/19

2022年

静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール

静
岡
公
演

土
14：00開演
（13：00開場）11/20

2022年

日

アクトシティ浜松 中ホール

浜
松
公
演

合唱
県民参加による合唱団
音楽青葉会・静岡児童合唱団
（合唱指導：戸﨑裕子、戸崎文葉）

指揮・チェンバロ
高関 健
〔首席指揮者〕

＊

高関健がオラトリオの大曲に挑み
神の手による「創世の物語」を

高らかに歌い上げる

ハイドン／オラトリオ「天地創造」Hob.XXI :2ハイドン／オラトリオ「天地創造」Hob.XXI :2

※内容は変更になる場合がございます。

＊年間プログラムでフォルテピアノと
告知しておりましたが、諸事情に
より変更になりました。



Rie Hamada

高関 健   ┃ 指揮・チェンバロ ┃

浜田 理恵   ┃ ソプラノ ┃

Ken Takaseki

Hirotaka KatoRiku Matsubara

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

松原 陸   ┃ テノール ┃ 加藤 宏隆   ┃ バス ┃

会場へのアクセス 
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静岡市清水文化会館 マリナート

静岡市清水文化会館 マリナート
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 10 分

※一般来場者用の駐車場・駐輪場はございません。
　近隣の駐車場（有料）は満車になる場合がございます。

浜松市中区板屋町111-1静岡市清水区島崎町214 アクトシティ浜松
JR 浜松駅北口から徒歩約 5 分

名古屋方面から…東名高速浜松西 I.C. → 車で 30～40 分
東京方面から…東名高速浜松 I.C. → 車で 30～40 分

※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。
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クラウンパレス
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モータープール

南口

北口

（地下有料駐車場あり）
アクトシティ浜松

バス
ターミナル

ご来場の際は
公共交通機関を
ご利用ください。

©K.Miura

国内主要オーケストラで重職を歴任。サンクトペテルブルグ・フィル定期演奏会で聴衆や楽員から大絶賛を受けるなど海外への客演も
多く、マイスキー、パールマン、クレーメル、ブーレーズ等の世界的ソリストや作曲家、特にアルゲリッチからは3回の共演を通じて
その演奏を絶賛されるなど絶大な信頼を得る、緻密なスコア分析からスケールの大きな音楽を作りだすまさに “名匠”。オペラでも好
評を博し、最近では新国立劇場で團伊玖磨の「夕鶴」、ストラヴィンスキー「夜鳴きうぐいす」、チャイコフスキー「イオランタ」、ま
た2019年にはウラジオストクとサンクトペテルブルグでも「夕鶴」を指揮、作品の魅力を存分に伝えて高い評価を得ている。現在東
京シティ・フィル常任指揮者、仙台フィルレジデント・コンダクター、東京藝術大学指揮科教授。2021年４月富士山静岡交響楽団首
席指揮者に就任。NHK等の番組にも定期的に出演するなど、幅広い活躍を続けている。1977年カラヤン指揮者コンクールジャパン優勝。
渡邉曉雄音楽基金音楽賞、齋藤秀雄メモリアル基金賞、サントリー音楽賞を受賞。twitter.com/KenTakaseki

東京藝術大学卒業お
よび同大学院修士課
程終了（中村浩子氏
に師事）後、パリに留
学、イザベル・ガルシ
ザンズ氏に声楽を、イ
レーヌ・アイトフ氏に
フランス歌曲を学ぶ。

1991年シャトレー劇場にてデュカ「アリアー
ヌと青ひげ」でオペラデビュー。1992年、第
19回パリ国際声楽コンクールオペラ部門第一
位。国立パリバスティーユオペラでオネゲル
「火刑台上のジャンヌダルク」をチョン・ミュ
ンフンの指揮の下で歌い絶賛される。以後、
フランスを中心に数多くのオペラに出演。ま
た、ブーレーズ率いるアンサンブル・アンテ
ルコンタンポランとザルツブルク音楽祭を含
むヨーロッパツアーを行う。日本においては、
各地のオーケストラ、新国立劇場を始めとす
るオペラ公演に数多く招かれている。1997年
出光音楽賞受賞。現在、御茶ノ水女子大学非
常勤講師、フランス在住。

静岡県袋井市出身。
東京藝術大学音楽学
部声楽科卒業後渡米。
ジョンズ・ホプキンス
大学ピーボディ音楽
院にて修士課程を、イ
ンディアナ大学ジェ
イコブズ音楽院にて

ディプロマ課程をそれぞれ修了。オペラでは、
静岡県民オペラ「夕鶴」惣ど、東京二期会「魔
弾の射手」カスパール、日生劇場「後宮からの
逃走」オスミン等で出演多数。2021年4月、東
京・春・音楽祭「リッカルド・ムーティ、イタリア・
オペラ・アカデミー in東京」に「マクベス」バ
ンコで参加。また、バッハ・コレギウム・ジャ
パン声楽メンバーとして演奏会や録音に参加
するなど、宗教音楽の分野での活躍も目立つ。
コンサートソリストとしては、「第九」「メサイ
ア」「戴冠ミサ」等で、日本フィルハーモニー
交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、名
古屋フィルハーモニー交響楽団等と共演。二期
会会員。

・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。

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。

ＳＮＳで
最新情報を
発信中！

profile

コロナ禍における
チケットのお申込みについて

東京藝術大学卒業。
同大学大学院修士課
程オペラ科修了。修了
時に宗次德二賞、武
藤舞賞を受賞。英国
王立音楽院に給付金
付き特待生として合
格。ロンドンを拠点に

研鑽を積む。2017年度BCJA給付金受賞。複数
の国内コンクール第１位および全部門グランプ
リ受賞。イタリアで開催されたMonte Rosso 
al Mare Cinque Terre国際オペラコンクール
第１位受賞。在英国日本国大使館開催の天皇誕
生日セレモニー、ケンブリッジ大学セレモニー、
在英国日本国公邸セレモニーに於いて日本人代
表に選出され両国国歌を独唱し好評を博した。
特に好評の人物として世界中の大使館、領事館
に配信される。オペラで主要キャストを務める
他、海外、日本全国にてコンサートソリストを
務め、著名指揮者やプロオーケストラと多数共
演している若手テノールである。フェリス女学
院大学音楽学部在勤。riku10.com


