千葉交響楽団
特別演奏会
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ニューイヤーコンサート2019

©ai ueda

指揮

ソプラノ

テノール

山下 一史

冨平 安希子

☆

小原 啓楼

★

（音楽監督）

NewYearConcert2019

〜 新 春の 彩り煌び やかな調 べ 〜
スッペ：

J.シュトラウスII：
J.シュトラウスII：
レハール：
レハール：
オッフェンバック：
オッフェンバック／
ロザンタール：
シュトルツ：
レハール：
J.シュトラウスII：
J.シュトラウスII：
J.シュトラウスII：

喜歌劇「詩人と農夫」序曲
ポルカ「どういたしまして」
ポルカ「恋と踊りにときめき」
喜歌劇「こうもり」より チャルダッシュ ☆
喜歌劇「メリーウィドゥ」より バラのつぼみが
金と銀
喜歌劇「天国と地獄」序曲
バレエ音楽「パリの喜び」よりポルカ

ワルツ

★

バルカローレ

喜歌劇「お気に入り」より 君は我が心の皇帝 ☆
喜歌劇「微笑みの国」より 君こそ我が心のすべて
喜歌劇「こうもり」より 時計の二重唱 ☆★
ポルカ「ハンガリー万歳」
ワルツ「美しく青きドナウ」

1/13〈日〉14:00開演

2019/

★

千葉県文化会館大ホール

（13 :15開場）

入場料金［税込･全席指定］S席=4,000円 A席=3,000円 B席=2,000円

（JR本千葉駅より徒歩10分）
駐車場の利用ができませんので、公共交通機関をご利用下さい。

＊大学生以下・65歳以上は全券種とも500円引き、千葉交響楽団各種会員の方はさらに１割引き ＊未就学児の方のご入場はご遠慮ください ＊都合により出演者・曲目等を変更する場合があります

主催：公益財団法人千葉交響楽団

http://www.cbs.or.jp/

お問合せ・お申込み：千葉交響楽団事務局

後援：千葉県 / 千葉市 / 千葉市教育委員会 / 習志野市教育委員会 /

Tel. 043-222-4231 Fax. 043-222-4269

http://chibakyo.jp/

協賛：

e-mail: ticket@chibakyo.jp

/

千葉交響楽団

検索

山下一史（指揮・音楽監督）Kazufumi Yamashita
1984年桐朋学園大学卒業後、
ベルリン芸術大学に留学。1986年ニコライ・マルコ国際指揮者コンクールで優勝。
1985年12月よりカラヤンの亡くなるまでアシスタントを務め、急病のカラヤンの代役で「第九」
を指揮し話題となる。ヘルシンボリ響（スウェーデン）首席客演指揮者、
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どを歴任、2008年4月同団名誉指揮者就任。2006年仙台フィル指揮者就任、CD制作を行うなど積
極的な活動を展開。2009年4月から2012年3月まで同団正指揮者。2011年2月にはシューマン：歌劇「ゲノフェーファ」
日本舞台初演や、2013年1月と2016年3月には水
野修孝：歌劇「天守物語」
を指揮するなど、
オペラ、
オーケストラの両面で着実な成果を上げている指揮者として注目を浴びている。2016年4月よりニューフィルハーモ
ニーオーケストラ千葉（現：千葉交響楽団）音楽監督就任。
５月の第99回定期演奏会で、大成功を収めた。

©ai ueda

東京藝術大学音楽学部指揮科教授も務めている。

冨平安希子（ソプラノ）Akiko Tomihira

©YOSHINOBU
FUKAYAaura.Y2

小原啓楼（テノール）Keirou Ohara

東京藝術大学卒業、
同大学院オペラ科修了、
シュトゥットガルト音楽大学

東京藝術大学卒業。同大学院博士号取得。
オペラでは東京二期会

オペラ科を最優秀の成績で修了。
その後バイエルン州立歌劇場オペラ

『蝶々夫人』
ピンカートン、
『オテロ』
カッシオ、新国立劇場『鹿鳴館』久

研修所に入所を認められ同劇場『ばらの騎士』
『 ヘンゼルとグレーテル』

雄、
日生劇場『リア』(日本初演)エドマンド等に出演。
中でも12年新国立

『魔笛』等に出演、研鑽を積む。
またドイツ各地の劇場で『フィガロの結

劇場『沈黙』
ロドリゴでは迫真の演唱で絶賛され、15年長崎公演及び

婚』
スザンナ、
『メリー・ウィドウ』
ヴァランシェンヌ等で出演し歌唱、
また演

東京再演に出演するほか、新国立劇場『夕鶴』与ひょう役も大きな当り

技面においても高い評価を得る。国内ではミュージカル
『サンデーインザ

役のひとつとして絶賛を浴びている。
コンサートでは「第九」
「メサイア」

パークウィズジョージ』(宮本亜門演出)等に出演の他、東京二期会では

を始め、ハイドン「天地創造」、モーツァルト、
ヴェルディ等の「レクイエ

同じく宮本演出による
『魔笛』
パパゲーナ、
カロリーネ・グルーバー演出『ナクソス島のアリアドネ』

ム」、
マーラー「大地の歌」、
ブリテン
「戦争レクイエム」など国内主要オーケストラと多数共演。

ナヤーデで出演。本年7月東京二期会『魔弾の射手』
（ペーター・コンビチュニー演出）
に続き、

13年国民体育大会開会式では国歌および『トゥーランドット』
より
「誰も寝てはならぬ」
を演奏し

11月には
『後宮からの逃走』
（エンヒェン、
ギー・ヨーステン演出）
ブロンデで出演予定。表情豊

全国に生中継された。近年では16年東京二期会『イル・
トロヴァトーレ』
マンリーコ、
18年『ロー

かな声質と華やかな舞台姿で今後ますますの活躍を期待されている。二期会会員

エングリン』
タイトルロールで出演し公演を成功へ導いたのは記憶に新しい。二期会会員

●お問合せ・お申込み

公益財団法人千葉交響楽団 事務局

０４３-２２２-４２３１

http://chibakyo.jp/

ホームページ（Top左下）からのお申込み

チケット取扱い

10/ 2［火］AM10時〜

入場料金［税込･全席指定］
S席＝４,０００円 A席＝３,０００円

B席＝２,０００円

＊大学生以下・65歳以上は全券種とも500円引き。千葉交響楽団各種会員の方はさらに１割引き
＊未就学児の方のご入場はご遠慮ください＊都合により出演者・曲目等を変更する場合があります

○千葉県文化会館（休館･月/月が祝日の場合は火,12/29-1/3） 043-222-0201
○千葉県東総文化会館（休館･月/月が祝日の場合は火,12/29-1/3） 0479-64-2001
http://www.cbs.or.jp/（千葉県文化会館・千葉県東総文化会館共通）
○千葉市民会館（休館･12/29-1/3）
043-224-2431
○千葉市文化センター4F（休館･12/29-1/3）
043-224-8211

○千葉市若葉文化ホール（休館･12/29-1/3）
043-237-1911
○千城台コミュニティセンター（休館･12/29-1/3）
043-237-2241
○千葉市美浜文化ホール（休館･第三月, 12/29-1/3）
043-270-5619
○千葉市男女共同参画センター2F（休館･月祝日, 12/29-1/3） 043-209-8771
○千葉県庁生協旅行ｾﾝﾀｰ（休･土日祝日,12/29-1/3）
043-223-4624
○チケットぴあ Pｺｰﾄﾞ：127-927 電話ご予約
0570-02-9999
ぴあ各店舗
0570-02-9111（オペレーター対応 9#［10:00〜18:00］）
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ･ｻｰｸﾙKｻﾝｸｽ（端末による販売［7:00〜23:30］）

千葉交響楽団 ｢個人定期会員｣大募集
クチ

1口：10,000円（ご入会月から1年後月の末日まで有効）

年会費

引換券の
ご使用例

主催演奏会のS席（指定席）
引換券を３枚発行。

会員特典

有効期限内で
ご利用できます

3回の主催演奏会の中でご希望のS席が優先的にご予約できます。

春の定期演奏会

春の定期演奏会

ニューイヤーコンサート

秋の定期演奏会

春の定期演奏会

ニューイヤーコンサート

ニューイヤーコンサート

秋の定演

or

ニューイヤーコンサート

ニューイヤー

など

《FAXお申込み欄》FAXでお申込みの方はこちらをご利用ください。(お電話･ホームページからのお申込みも可能です)
フリガナ

電話(携帯)番号

（

）

-

お名前

FAX.番号

（

）

-

ご連絡先

ご住所

E-mail
その他

ご法人名
〒

-

会員（DM）
番号

▼個人・法人定期会員様 先行ご予約用

▼特別演奏会 お申込み
券種

特別演奏会
枚

▼個人定期会員ご入会お申込み

クチ

口

※ 支援会員制度もございますので、
事務局にお問い合わせください。

一般

大学生以下

65歳以上

合計

S席

枚

枚

枚

枚

A席

枚

枚

枚

枚

B席

枚

枚

枚

枚

※FAXにてお申込いただきますと、各演奏会ごとの発売日以降にチケットを送付しますので、同封の｢払込取扱票｣(払込手数料は
ご負担ください、また別途送付手数料がかかります)にて代金をお振込みください。また、定期会員（個人・法人）にご入会希望の方は、申
込書を送付します。なお、定期会員の方でチケットをお申込された方は、事務局にお取置きしますので演奏会当日、会場の会員様受付に
て引換券とチケットの交換をお願いします。 ※返信は致しませんので、通信記録のご確認、本編の保管をお願いします。

FAX送信先

043-222-４２６９ 千葉交響楽団事務局

