令 和 ２ 年 度 滋 賀 県 ア ート コ ラ ボ レ ー シ ョン 事 業

関西フィルハーモニー管弦楽団

ニューイヤーコンサート

【指 揮】藤岡幸夫（関西フィル首席指揮者）
【ピアノ】松井咲子（元ＡＫＢ４８）
【演 奏】関西フィルチェンバーオーケストラ
※舞台上のソーシャルディスタンスを
保つため小編成での
公演となります。

藤岡 幸夫

松井 咲子

(C)SHIN.YAMAGISHI

バッハ：ピアノ協奏曲第１番より第１楽章 ※

ＡＫＢナンバー：Everyday,カチューシャ※

モーツァルト：ピアノ協奏曲第16番より第1楽章 ※

令和３年

1月24日（日）

モーツァルト：交響曲第41番「ジュピター」 ほか

※松井咲子 共演

14:30開演

甲賀市あいこうか市民ホール（３５６席）

13:45開場

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため客席数を減らしています。
※お連れ様であっても席を空けてお座りいただくことになります。

交通アクセス

入

場

料

甲賀市役所となり
ＪＲ草津線「貴生川」駅で近江鉄道に乗り換え、一つ目の「水口城南」駅下車徒歩２分

A席
B席

一般 4,000円 ／ 青少年（25歳未満）2,000円
一般 3,000円 ／ 青少年（25歳未満）1,500円

《全席指定》 ※未就学児入場不可
チケット発売日

プレイガイド

令和２年１０月２４日
（土） 午前１０時から
〈電話予約〉令和２年１０月２７日
（火） 午前９時から

◆甲賀市あいこうか市民ホール

この公演は、
「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策」
をとって開催します。
チラシ裏面またはホームページに記載の
『ご来場にあたってのお願い』
をご確認の上、
ご来場ください。

【主催】公益財団法人びわ湖芸術文化財団、
甲賀市、
甲賀市教育委員会
【後援】株式会社エフエム滋賀、
株式会社しがぎん経済文化センター

お問い合わせ先

甲賀市あいこうか市民ホール

〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口5633
TEL. 0748-62-2626 FAX. 0748-62-2625 E-mail aikoka-hall@city.koka.lg.jp

◆ローソンチケット
（Ｌコード ５２１３２）
◆甲賀湖南中小企業福利サービスセンター

（ＫＯＫＯワーク）会員のみ

この催し物は、滋賀県アートコラボレー
ション事業として
（公財）びわ湖芸術文
化財団とあいこうか市民ホールの２者
が協働し実施しています。

写真提供：大阪国際フェスティバル(C)森口ミツル

藤岡 幸夫 Sachio Fujioka

関西フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者

東京生まれ。慶応義塾大学文学部卒業。日本フィル指
揮研究員を経て、1990年に英国王立ノーザン音楽
大学指揮科に入学。奨学金特待生に選ばれ、1992
年には最も才能ある若手指揮者に贈られる｢サー･
チャールズ･グローヴス記念奨学賞｣を特例で受賞。
1993年BBCフィルの定期演奏会が｢タイムズ｣紙な
どで高く評価されると、1994年にはロンドン夏の風
物詩｢プロムス｣にBBCフィルを指揮してデビュー。大
成功を収め、以降、ロイヤル･フィル、ロイヤル･リヴァ
プール･フィルなど数多くの海外オーケストラに客演。
オペラでも2006年のスペイン国立オヴィエド劇場公
演｢ねじの回転｣（ブリテン）が、その年のスペイン新演
出オペラの｢ベスト･パフォーマンス･オブ･ザ･イヤー｣
を獲得。2009年には｢ナクソス島のアリアドネ｣で再
客演して再び大成功を収めた。
マンチェスター室内管弦楽団首席指揮者、日本フィル
指揮者を歴任し、2007年より関西フィル首席指揮
者。関西フィルとは毎年40公演以上で共演。その一
体感溢れる演奏は聴衆を魅了、高い評価を得ている。
英シャンドスからBBCフィルと8枚のCDをリリース。
関西フィルとはALM RECORDSとシベリウス交響曲
全集が進行中。
2012年大晦日のテレビ東京系全国ネット｢東急ジル
ベスター･コンサート｣でのカウントダウン大成功の模
様は、大きな反響を呼んだ。NHK大河ドラマ｢平清盛｣
の劇中音楽の指揮など、活躍の場は枚挙に暇がない。
2014年10月にスタートし、6年目を迎えたBSテレ東
の音楽番組「エンター・ザ・ミュージック」
（毎週土曜日
朝8時30分）に、指揮者・司会者として、関西フィルと共
に出演中。2002年渡邉暁雄音楽基金音楽賞受賞。東
大阪市特別顧問。滋賀県長浜市PR大使（文化観光大
使）。
きょうと城陽応援大使。
現在、朝日新聞夕刊（関西版）に、エッセイ
「音楽はお好
きですか？」
を連載中（毎月一回、第2木曜日に掲載）。

(C)s.yamamoto

松井 咲子 Sakiko Matsui
元AKB48メンバー。
2008年より所属、2015年
8月卒業。埼玉県蕨市出身。東京音楽大学付属
高等学校卒業、東京音楽大学音楽学部音楽学
科器楽専攻ピアノ科入学、その後休学・中退を
経て、桐朋学園芸術短期大学芸術科音楽専攻
に入学、2017年3月同校を卒業。4歳からピアノ
を始め、
ピアノ関連のコンクールや大会に多数
出場し、入賞歴ももつ。絶対音感を持っており、
ピアノの背面弾きを特技とする。
フジテレビ「芸
能界特技王決定戦 TEPPEN ピアノ部門」
に
おいては過去5回の優勝を飾った。2012年ピア
ニストとしてリリースしたソロデビューアルバム
「呼吸するピアノ」
（総合プロデュース：秋元康
音楽プロデュース：服部隆之）
が初登場TOP10
入り。女 性 ピアニストによるデ ビュー 作 の
TOP10入りという史上初の快挙を成し遂げる。
また、Billboard JAPAN Music Awards
2012では、
クラシック・アルバムセールスチャー
トで年間1位を獲得！
現在、
「アイドル界にはクラシックを、
クラシック
界にはアイドルを。両方の架け橋になりたい」
と
いう思いのもと、
タレントとして、
そしてピアニス
トとして活躍中。

公益財団法人

関西フィルハーモニー管弦楽団
1970年発足。1982年関西フィルハーモニー管
弦楽団として新発足。2018年公益財団法人
化。関西を代表するオーケストラの一つとして文
化的・社会的貢献を果たすため、積極的に活動
を続けている。2020年には楽団創立50周年を
迎える。
世界的ヴァイオリニストでもあるオーギュスタ
ン・デュメイは2008年より首席客演指揮者を
務め、2011年1月より楽団初の音楽監督に就
任。藤岡幸夫は2000年より正指揮者を務め、
2007年4月より首席指揮者に就任。飯守泰次
郎は2001年より常任指揮者を務め、2011年1
月より桂冠名誉指揮者に就任。
人間の営みから生まれた音楽・・・
『ヒューマニズ
ム』
をテーマに、聴衆の心に感動と勇気を伝える
べく活動を展開。2015年には東大阪市と
「文化
芸術のまち推進協定」
を結ぶなど、地元関西の
人々や企業に育まれた楽団として地域密着を重
視。演者と聴衆、舞台と客席、垣根を越えての交
流を図り、関西出身の若手アーティストも積極
的に起用している。
クラシック音楽の裾野を広げ
る活動など、明確なビジョンを持ち、常に新たな
ことに挑戦する個性派オーケストラとして好評
を博している。
2014年10月よりスタートしたBSテレ東の音楽
番組「エンター・ザ・ミュージック」
（毎週土曜朝
8時30分）
に藤岡幸夫と共に出演中。2015年に
は、
スイス・ドイツ・イタリアの3カ国5都市を巡る
楽団初のヨーロッパツアーを開催し、各地で大
きな注目を集めた。
オフィシャル・ホームページ
http://www.kansaiphil.jp/

オフィシャル・ファンサイト
http://www.fujioka-sachio.com/
Twitterアカウント
@sacchiy0608
ご 来 場 に あ たっての お 願 い
ご来場いただくにあたり、以下の新型コロナウイルス感染症感染予防対策へのご協力をお願いします。
当日、体調に不安のある方はくれぐれもご無理なさらないようお願いします。
【１】入場時に体温チェックを実施します。入場まで
にお時間がかかることが予想されますので、時
間に十分な余裕をもってお越しください。
【２】以下に該当される方はご入場をお断りします。
＊発熱がある方（概ね 37.5℃以上）
＊過去２週間以内に発熱、せき、倦怠感等、風邪
の症状が続いた方
＊体調に不安のある方
＊新型コロナウイルス感染症陽性とされた方と
の濃厚接触がある方
＊海外（入国制限、入国後経過観察が求められ
る国、地域）
から帰国後２週間以内の方
【３】マスクの常時着用、咳エチケットの徹底をお願
いします。
【４】入場時は一定の距離を保ってお並びください。
【５】来場者カードのご連絡先は正確にご記入いた

だき、所定の回収箱にお入れください。
【６】チケットは、係員にご提示のうえ、
ご自身で切り
離していただき、半券をボックスにお入れくださ
い。
【７】
プログラムなどの配布物は会場入口に設置して
おりますので、
ご自身でお取りください。
【8】ホール内、ホワイエは飲食をお断りしております
が、水分補給や服薬等で必要なお水などの飲料
水は摂取いただいてもかまいません。
【9】スマートフォンアプリ
「LINE」をご利用されてい
る方は、ホール入口に掲示しておりますLINE公
式アカウント 滋賀県新型コロナ対策パーソナ
ルサポート
『もしサポ滋賀』のＱＲコードの読み
取り登録のご協力をお願いします。
【10】
こまめな手洗いにご協力ください。館内設置の
アルコール消毒液もご利用ください。

【11】客席への入場後はなるべく自席でお過ごしく
ださい。客席内やロビーでのご歓談はお控えく
ださい。
【12】出演者への面会や差し入れはできません。
（お
預かりもいたしません。）また.出演者によるお
見送りなどは行いません。
※感染予防対策をはじめ、やむを得ない事情によ
り、出演者・演奏曲目、当日の対応に変更が生じる
場合があります。なお、全ての出演者・スタッフの
体調チェックには万全を期します。
残念ながら、上記項目
【２】の理由によりご来場が叶
わないお客様には、チケット代金の払い戻しを承り
ます。
２月末日までにチケットをあいこうか市民ホー
ルへご持参ください。

