JAPAN PHILHARMONIC ORCHESTRA

日本フィルハーモニー交響楽団

第384回名曲コンサート

3 15日（日）

2020年 月

14 : 30開演［13:50開場］
サントリーホール

14:30, Sunday, March 15th, 2020,
at Suntory Hall

＜指揮＞
＜指

チャイコフスキー：

小林研一郎

ピアノ協奏曲第1番
協奏曲第1番

［桂冠名誉指揮者
桂冠名誉指揮者］

変ロ短調 op.23

Conductor: KOBAYASHI Ken-icchi
hiro
ro,
Honorary Conductor Laureeatte

Pyotr TCHAIKOVSKY:
Concerto for Piano and Orchestra No.1 in b-flat minor, op.23

ⓒ山本倫子
山本倫子

ベルリオーズ：

幻想交響曲 op.14
Hector BERLIOZ:
Symphonie fantastique op.14

＜ピアノ＞

エリソ・ヴィルサラーゼ
Piano: Elisso VIRSALADZE
ⓒNikolai
Nikolai Puschilin

料 金（税込）
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主 催：公益 財団法人日本フィルハーモニー交響楽団
後援： 一般社団法人

全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

創立指揮者
創立指
者

渡 邉 曉雄
曉

クラシック界のレジェンドとして長年第一線で活躍を続け、
尊敬と敬愛を集める2人の偉大な音楽家の共演です。
80歳の誕生日を迎える
来る4月に80歳の誕生日
われらが 炎のマエストロ 小林研一郎。
熱く燃え上がり深みを増す充実した音楽世界は、
多くの人々を楽譜の行間の宇宙へといざないます。
ソリストはグルジアの至宝、
ピアニストのエリソ・ヴィルサラーゼ。
「作曲家本人が弾いているよう」
と称えられる音楽の本質を
表現する名演奏家としてだけでなく、
世界中で優秀な後進を
輩出し、
卓越した優秀な教育者としても知られています。
熟してなお音楽への愛を深め、
高みへと歩み続ける
2人のレジェンドとともに過ごす至高の時間をお楽しみください。

小林研一郎［桂冠名誉指揮者］KOBAYASHI Ken-ichiro, Conductor
東京藝術大学作曲科および指揮科を卒業。
第１回ブダペスト国際指揮者コン

会に再演されている。

クールでの鮮烈な優勝を飾ったのを皮切りに、
世界的に活躍の場を拡げ、
現在

精力的な音楽活動の他に、
各種媒体への寄稿などエッセイの執筆も行ってお

も国内外の第一線で活躍を続けている。

り、
その繊細で情感豊かな語り口でマルチな才能を発揮している。
著書に
『指揮

特に、
ハンガリーでの活躍は目覚ましく、
その功績に対してハンガリー政府よりリスト

者のひとりごと』
（騎虎書房）
などがある。

記念勲章、
ハンガリー文化勲章、
民間人最高位となる星付中十字勲章、
ならび

現在、
日本フィルハーモニー交響楽団桂冠名誉指揮者、
ハンガリー国立フィル

にハンガリー文化大使の称号が授与されている。
また、
国内では文化庁長官表

ハーモニー管弦楽団、
名古屋フィルハーモニー交響楽団桂冠指揮者、
読売日

彰、
旭日中綬章を受けている。
チェコ、
オランダでも長きにわたり重責を担ってきた。

本交響楽団特別客演指揮者、
群馬交響楽団ミュージック・アドバイザー、
九州

作曲家としても数多くの作品を書き、
1999年には日本・オランダ交流４００年の記

交響楽団の名誉客演指揮者、
東京文化会館音楽監督、
長野県芸術監督団

念委嘱作品、
管弦楽曲『パッサカリア』
を作曲、
ネーデルランド・フィルで初演され

音楽監督、
東京藝術大学・リスト音楽院名誉教授、
ローム ミュージック ファン

ると、
聴衆から熱狂的な喝采を以て迎えられた。
同作品はそれ以降も様々な機

デーション評議員などを務める。
ⓒSunao Noto

エリソ・ヴィルサラーゼ［ピアノ］Elisso VIRSALADZE, Piano
グルジア
（現ジョージア）
の首都ティフリス
（トビリシ）
生まれ。
代々グルジアの芸術文化に深いかかわりを
持つ家系に生まれ育つ。
ピアノの手ほどきを、
祖母のアナスターシャ・ヴィルサラーゼ教授から受けた
後、
モスクワへ移り、
ゲンリフ・ネイガウスおよびヤコフ・ザークに師事。
20歳で、
チャイコフスキー・コンクール3位入賞を果たし、
24歳の時にシューマン国際コンクールで優勝。
モーツァルト、
ベートーヴェン、
ショパン、
シューマンなど、
18世紀および19世紀後期の作品に対し深い愛
着を持ち、
とりわけシューマンの最も優れた解釈者のひとりとして高い評価を得ている。
現代の作曲家
を含む、
ロシア音楽の幅広いレパートリーを持ち、
旧ソ連の権威ある芸術賞を多数受賞している。
これまでにバルシャイ、
コンドラシン、
ムーティ、
K.ザンデルリング、
サヴァリッシュ、
スヴェトラーノフ、
テミル
カーノフなどの著名指揮者と共演。
優れた教育者としても知られており、
モスクワ音楽院およびミュンヘン音楽大学の常任教授を務める
ほか、
主要な国際音楽コンクールの審査員にしばしば招かれている。
ライヴ・クラシックス・
レーベルからは多くの録音をリリースしている。

名曲コンサート4公演セット券
3月15日（日）

会場：サントリーホール

第384回

♪ 指揮：小林研一郎｜ピア
小林研一郎｜ピアノ
ノ：エ
エリソ・ヴィルサラーゼ

S席セット 19,000円／A席セット 14,000円

4月29日（水・祝）

第385回

♪ 指揮：井上道義｜ヴァ
井上道義｜ヴァイオリン
ン：前橋汀子｜オルガン
前橋汀子｜オルガン：石丸由佳
石丸由佳

チャイコフスキー：
ピアノ協奏曲第1番、
ベルリオーズ：幻想交響曲

J.S.バッハ：
トッカータとフーガ BWV656、
エルガー：
《威風堂々》

5月31日（日）

6月21日（日）

第386回

♪ 指揮：大植英次｜ヴァ
大植英次｜ヴァイオリン
ン：郷古廉
郷古廉
シベリウス：ヴァイオリン協奏曲、
マーラー：交響曲第1番

好評発売中

他

第387回

♪ 指揮：小林研一郎｜ピア
小林研一郎｜ピアノ
ノ：清水和音
清水和音
ラフマニノフ：
ピアノ協奏曲第2番、
ムソ
ソルグスキー
ルグスキー（ラヴェル編曲）
：展覧会の絵

