
2023 年1月27日（金）　19：00 開演　18：30開場
三鷹市芸術文化センター   風のホール

Mitaka City Arts Center  CONCERT HALL
東京都三鷹市上連雀 6-12-14

JR 中央線三鷹駅南口徒歩約 15分／三鷹駅南口 2番バスのりばから 3つ目「八幡前・芸術文化センター」下車すぐ

シンフォニエッタ 静岡
Sinfonietta Shizuoka, JAPAN

芸術監督　中原朋哉

主催：シンフォニエッタ静岡　合同会社シンフォニエッタ　後援：静岡県
やむを得ない事情により、曲目、出演者が変更になる場合があります。演奏会中止以外のチケットの払い戻しは致しませんのでご了承ください。　     文化庁 子供文化芸術活動支援事業

シンフォニエッタ 静岡   T EL 090-9940-6995 / 054-204-7778   e-mail : fukumimissj@gmail.com

あなたの好奇心を刺激する

Tomoya NAKAHARA
direction
指揮／中原 朋哉

Kiyoshi KOYAMA
basson
バソン／小山 清
（シンフォニエッタ 静岡
 バソン・スーパーソリスト）

Happy birthday Mozart!
第 73回定期公演

Happy birthday Mozart!

全指定席 （価格は全て消費税込）　一般  S 席（2階席）10,000円　A席（1回席）6,000円
三鷹市民割引　S席 9,000円　A席 5,000円 

学生 A席 1,000円（4歳以上 25歳未満の学生）　18歳以下無料招待についてはチラシ裏面をご覧下さい。

Mozart : Sinfonie  Nr.34  in C   KV338
モーツァルト：交響曲第 34 番  ハ長調  KV338

Mozart : Konzert  in B   für Fagott und Orchester   KV191
モーツァルト：バソン協奏曲（ファゴット協奏曲）  変ロ長調  KV191

Mozart : Marsch  in D   KV249 
モーツァルト：行進曲  ニ長調  KV249 （ハフナーセレナードのための行進曲）

Mozart : Sinfonie  in D   nach der Serenade   KV250
モーツァルト：交響曲  ニ長調  KV250 （ハフナーセレナードによる交響曲）

～モーツァルト 267 回目の誕生日～



Tomoya NAKAHARA, direction　中原  朋哉 ,  指揮

   シンフォニエッタ 静岡　芸術監督・指揮者
　作曲を学んだ後、フランスにおいて指揮をパスカル・
ヴェロ、ジャン＝セバスチャン・ベローに師事。1996
年フランス国立リヨン管弦楽団を指揮してプロデュー。
その後、フランスとオーストリア・ザルツブルクにお
いてユベール・スダーンを中心に多くの名指揮者のア
シスタントを務めた。2002 年に帰国。2005 年「シン
フォニエッタ 静岡」を創設。モーツァルトとフランス
近代の音楽の演奏には定評があり、当地の演奏家や
作曲家からの信頼も厚い。

　芸術分野に関する文化政策研究にも取り組んでおり、2018 年 3 月に静岡文化芸術
大学大学院文化政策研究科（修士課程）を首席で修了。2021 年 3 月、京都橘大学
大学院文化政策学研究科博士後期課程を修了。博士（文化政策学）の学位を取得。
日本公共政策学会、日本評価学会会員。

Kiyoshi KOYAMA, basson　小山 清 , バソン

※価格は全て消費税込 
※S席は 1席おきに販売。両隣は空席のソーシャルディスタンス席です。
※三鷹市民割引はシンフォニエッタ 静岡 事務局あてにお申込ください。
　チケット送付先のご住所が三鷹市の場合、割引が適用されます。
　（ペイパルを除く）

会場案内　三鷹市芸術文化センター

　東京都三鷹市上連雀 6-12-14
　JR 中央線三鷹駅南口徒歩約 15 分／三鷹駅南口 2番バスのりばから
　3つ目「八幡前・芸術文化センター」下車すぐ

チケット販売中・全指定席　

 S 席（2階席）10,000円　A席（1階席）  6,000円
 三鷹市民割引　S 席 9,000 円　A席 5,000 円
 学生 A席 1,000 円 （4歳以上 25歳未満の学生）

チケットのお申込み・お問合せ

◆シンフォニエッタ 静岡

　・ホームページ　お申込みフォームまたはペイパルから

　・TEL  054‐204‐7778 ／ 090‐9940‐6995

　・E-mail  fukumimissj@gmail.com    ・FAX 054‐204‐7773
　 お申込み後にチケットとお振込案内をお送りいたします。
　 チケットお受け取り後、代金をお振込み下さい。
　 チケット申込金額の合計 3000 円以上＝発送手数料無料　 
　　　　　 　　　　　　　 3000 円未満 =発送手数料 200 円

◆チケットぴあ　Pコード　231-507

Happy birthday Mozart!

　モーツァルト 267 回目の誕生日は、モーツァルトの作品で祝いましょう。『ファゴット協奏曲』はフランス式ファゴット「バソン」の世界的

第一人者である小山清の独奏でお送りします。現代のファゴットに比べ、モーツァルトの時代の楽器により近い楽器であるバソンの色彩感を

お楽しみください。２つの交響曲はいずれも演奏機会が多くありませんが、どちらもモーツァルトらしい華やかな作品です。「ザルツブルクの

伝統を受け継ぎ、作品本来の姿を伝えることのできる指揮者だ」と当地の演奏家からも高く評価されている中原朋哉の指揮でお楽しみください。

18 歳以下のみなさんを無料招待
文化庁 子供文化芸術活動支援事業

【応募資格】4歳以上 18歳以下のみなさん

【応募期間】2022 年 11 月 11 日（金）10：00～

　　　　　  2023 年 1月 6日（金）23：59まで

　　　　　  先着順で定員になり次第、受付を終了します。

【受付人数】S席（2階席）10名　A席（1階席）70名

S席が定員に達した場合は、A席でのご案内となります。当選者

には 2022 年 12 月 15 日以降、順次チケットをお送りいたします。

【注意事項】

・19歳以上の方が同伴される場合は有料となります。

・18歳以下 5名につき、同伴者 1名を無料ご招待いたします。

・座席の選択はできません。同伴者の方とは極力近い席でご用意

いたしますが、状況によって席が離れる場合もございますのでご

了承ください。

【応募方法】応募フォームからご応募ください。

詳しい応募条件、応募方法は

シンフォニエッタ静岡 ホームページを

ご確認ください。

1969 年武蔵野音楽大学卒業。同年、フランス政府給

付留学生として国立パリ音楽院に入学。バソンをモー

リス・アラール氏、室内楽をピエール・ピエルロ氏に

師事。1971 年バソン並びに室内楽のプルミエプリを

獲得。1973 年ヴェネチア室内合奏団にソリストとし

て入団。1975年カザルス追悼のためのプラド国際フェ

スティバル・オープニングでヴィヴァルディのバソン

協奏曲。同団とヨーロッパ、アメリカ等各地でソリス

トとして演奏。ザルツブルク音楽祭をはじめ数々の音

楽祭に出演。エラート社による多数のレコーディング。

1980 年日本フィルハーモニー交響楽団に入団。モーツァルトとドゥヴィエンヌのバソ

ン協奏曲を共演。同団定年退職後シンフォニエッタ静岡バソン・スーパーソロ。同団と

ヴィヴァルディ、モーツァルト、ジャン・フランセのバソン協奏曲を共演。2018 年 5

月 1日「バソンの世界」で大澤徹訓氏作曲バソン協奏曲を初演。1997 年に日本バソン

の会を設立（仏名：Les Amis du Basson Français au Pays du SoleilLevant）。コジマ録音

より CD「フランスバソンⅠ・Ⅱ」をリリース。2008 年「のだめカンタービレ」CD・エ

ピック社。日本管打楽器コンクール審査員。2009 年ヴィル・ダヴレイ（フランス）バ

ソン国際コンクール審査員。


