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主催：横浜みなとみらいホール（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）　　協賛：

横浜みなとみらいホール 大ホール
※20：30頃よりロビーコンサートを予定しています。

●池辺晋一郎：ヨコハマファンファーレ　●J. S. バッハ／池辺編：幻想曲　●メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲より
●シューマン：ピアノ協奏曲より　●スッペ：恋はやさし野辺の花よ　●ヴェルディ：『仮面舞踏会』より「永久に君を失えば」

●マルチェッロ：オーボエ協奏曲より　●L.モーツァルト：おもちゃの交響曲　●マーラー：交響曲第４番より第４楽章　●イベール：フルート協奏曲より
●ヴィエルヌ：ウェストミンスターの鐘　●プッチーニ：『トスカ』より「星は光りぬ」　●ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲より

【カウントダウン曲】●チャイコフスキー：交響曲第5番より 第4楽章
●バーンスタイン：『ウェストサイド・ストーリー』より「トゥナイト」　●スッペ：『詩人と農夫』序曲

全席指定　S席11,000円、A席9,000円、B席7,500円、C席6,000円
◇Miraist Club（横浜みなとみらいホール友の会）会員　各席種10%割引
◇学生・65歳以上の方・障がい者手帳をお持ちの方　各席種5%割引
＊各種割引は横浜みなとみらいホールチケットセンター窓口及び電話のみ取扱い

チ
ケッ
ト

●横浜みなとみらいホールチケットセンター　045-682-2000
（電話予約10：00～17：00／窓口11：00～19：00　休館日・保守点検日を除く）

　チケットセンターWEB　http://minatomirai.pia.jp/
●チケットぴあ　https://t.pia.jp/　0570-02-9999 [Pコード：160-452]
●e+（イープラス）　http://eplus.jp
●ローソンチケット　0570-000-407 [Lコード：31423]
●神奈川芸術協会　045-453-5080

チ
ケッ
ト
取
扱
い・お
問
合
せ

Miraist Club会員先行発売：9月15日㊐　　
横浜市民先行発売：9月17日㊋
　※横浜みなとみらいホールチケットセンター窓口及び電話のみ取扱い
　※ご住所を確認できるもの(免許証・住基カードなど)をご提示いただきます
チケットセンターWEBフレンズ先行発売：9月18日㊌　一般発売：9月22日㊐

発
売
日

Designed by coolvector / Freepik

横浜みなとみらいホール ジルヴェスターオーケストラ （管弦楽）

2019.12/31㊋ 21：00開演（20：20開場） 0：20頃終演予定

曲 目

横浜みなとみらいホール

ジルヴェスター
コンサート

20202019



横浜

Miraist Clubのご案内
Miraist Club（みらいすとクラブ）メンバーはホール主催公演などの
チケットの割引、先行発売のサービスはもちろん、魅力的な特典を毎月
お楽しみいただけます。ぜひ資料をご請求ください。

横浜みなとみらいホールチケットセンター
045-682-2000（10：00～17：00）

＠yokohamammh

【公益財団法人横浜市芸術文化振興財団】

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2-3-6
TEL：045-682-2020　FAX：045-682-2023

http://www.yaf.or.jp/mmh/index.php　

交通のご案内
◦みなとみらい駅（東急東横線直通みなとみらい線）下車、徒歩3分。
　「クイーンズスクエア横浜連絡口」改札（地下3階）より左方向。クイーン
ズスクエア横浜内の吹き抜けエスカレーター（赤）を1階まで上がり
左方向、クイーンモール左奥。
◦桜木町駅（JR京浜東北線・根岸線／横浜市営地下鉄）下車、徒歩
12分。みなとみらい方面の「動く歩道」から、ランドマークプラザ経由
（3階から1階へ）でクイーンズスクエア横浜、クイーンモール左奥。

●音楽監督／池辺晋一郎　横浜みなとみらいホール館長
●指揮／飯森範親　山形交響楽団芸術総監督、日本センチュリー交響楽団
首席指揮者、東京交響楽団正指揮者、いずみシンフォニエッタ大阪常任
指揮者、ヴュルテンベルク・フィルハーモニー管弦楽団首席客演指揮者

●司会／朝岡 聡　コンサート・ソムリエ
●ヴァイオリン
　徳永二男　日本を代表するヴァイオリニスト。宮崎国際音楽祭音楽監督。
桐朋学園大学特任教授。元NHK交響楽団ソロ・コンサートマスター

　荒井里桜　東京藝術大学3年在学中及び宗次徳二特待奨学生。第87回
日本音楽コンクールバイオリン部門第1位

●ソプラノ／中嶋彰子　ウィーン私立音楽芸術大学（MUK）舞台芸術学部
声楽・オペラ科独唱専攻の教授。 一般財団法人群馬オペラアカデミー
農楽塾総監督。www.akikonakajima.org

●テノール／城 宏憲　第84回日本音楽コンクール第１位。二期会のオペラ
公演を中心に全国で活躍するプリモ・テノール。二期会会員

●ピアノ／田部京子　近年益々人気を集める日本を代表する実力派ピアニ
スト。桐朋学園大学院大学教授。http://www.kyoko-tabe.com

●コンサートマスター
　会田莉凡　2012年日本音楽コンクール第1位、サイトウキネンオーケス
トラに参加

　犬伏亜里　桐朋学園大学、ケルン音楽大学卒業。山形交響楽団首席コン
サートマスター

　扇谷泰朋　日本フィルハーモニー交響楽団ソロ・コンサートマスター、九
州交響楽団ソロ・コンサートマスター

　神谷未穂　仙台フィル、千葉響コンサートマスター、横浜シンフォニエッ
タ、DuoPrima、宮城学院女子大学特命教授

　﨑谷直人　神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサートマスター、
ウェールズ弦楽四重奏団

　藤原浜雄　元読売日本交響楽団ソロ・コンサートマスター、桐朋学園大
学特任教授、東京音楽大学客員教授

●ヴァイオリン
　荒井章乃　桐朋学園大学付属音楽教室講師
　礒絵里子　DuoPrima、Ensembleφ、椿三重奏団、洗足学園音楽大学講師　https://erikoiso.jp/
　遠藤香奈子　東京都交響楽団第２ヴァイオリン首席
　城戸かれん　東京藝術大学大学院に在籍。日本音楽コンクール第2位
　小宮 直　神奈川フィルハーモニー管弦楽団第２ヴァイオリン首席
　白井英治　東邦音楽大学特任教授、小田原ジュニア弦楽合奏団団長
　鈴木弘一　NHK交響楽団
　田澤明子　桐朋学園子供のための音楽教室横浜・鎌倉教室講師
　田中雅子　東京都交響楽団
　平尾真伸　　
　丸山倫代　山形交響楽団

　水野佐知香　洗足学園音楽大学教授、横浜音楽文化協会会長、ヴィルトゥオーゾ横浜代表、NPO法人純正律音楽研究会代表
　物集女純子　洗足学園音楽大学講師、ヴィルトゥオーゾ横浜、カントゥス・クァルテット、東京室内管弦楽団ソロ・コンサートマスター
　横溝耕一　NHK交響楽団ヴァイオリン次席奏者 ウェールズ弦楽四重奏団ヴィオラ奏者
　横山奈加子　https://nakako-yokoyama-violin.com 
　横山和加子　東京都交響楽団。桐朋学園子供のための音楽教室 鎌倉横浜教室講師
●ヴィオラ
　安藤裕子　東京藝術大学・洗足学園音楽大学・聖徳大学非常勤講師、紀尾井ホール室内管弦楽団
　安保惠麻　広島交響楽団首席奏者、神奈川フィルハーモニー管弦楽団客演契約首席奏者
　桑田 穣　桜美林大学講師、東京アンサンブル
　長倉 寛　読売日本交響楽団
　中村智香子　紀尾井ホール室内管弦楽団
　成田寛　山形交響楽団首席、オーケストラ・リベラ・クラシカ、バッハ・コレギウム・ジャパン
　百武由紀　元東京都交響楽団首席。東京音楽大学客員教授、愛知県立芸大名誉教授、東京藝大講師
　渡邉信一郎　群馬交響楽団首席、武蔵野音楽大学非常勤講師
●チェロ
　エマニュエル・ジラール　桐朋学園大学特任教授、バッハ・コレギウム・ジャパン、アンサンブル・マレッラ
　高橋純子　東京都交響楽団、桐朋学園子供のための音楽教室講師
　田中雅弘　東京都交響楽団首席
　銅銀久弥　NHK交響楽団、桐朋学園大学院大学教授、洗足学園大学非常勤講師
　堀 了介　東京音楽大学名誉教授、日本チェロ協会評議委員長
　松岡陽平　東京都交響楽団、岡山フィルハーモニック管弦楽団特別首席
　水野由紀　フリーランス  http://www.1002.co.jp/yukimizuno/
　森澤 泰　新日本フィルハーモニー交響楽団、ヴィルトゥオーゾ横浜、カントゥス・クァルテット
●コントラバス
　市川哲郎　群馬交響楽団首席コントラバス奏者、室内オーケストラARCUSメンバー
　市川雅典　ＮＨＫ交響楽団首席代行奏者、桐朋学園大学准教授、フェリス女学院大学非常勤講師
　岡本潤　NHK交響楽団次席コントラバス奏者
　笠原勝二　東京交響楽団、ヴィルトゥオーゾ横浜
　佐々木等　東京フィルハーモニー交響楽団団友、東京ニューシティ管弦楽団客員首席奏者
　柳澤智之　山形交響楽団、山形大学客員准教授
●フルート
　上野由恵　第76回日本音楽コンクール第1位。S&Rワシントン賞。https://www.yoshieueno.com
　遠藤剛史　日本フィルハーモニー交響楽団
　高野成之　東京交響楽団、桐朋学園大学・東海大学講師、横浜バロック室内楽奏団
●オーボエ
　浅間信慶　新日本フィルハーモニー交響楽団
　上田 恵　フリーランス
　北村貴子　読売日本交響楽団、武蔵野音楽大学・洗足学園大学非常勤講師
●クラリネット
　伊藤寛隆　日本フィルハーモニー交響楽団首席
　黒尾文恵　東京フィルハーモニー交響楽団
　中里真也　フリーランス

●ファゴット
　武井俊樹　読売日本交響楽団、桐朋学園大学非常勤講師
　坪井隆明　新日本フィルハーモニー交響楽団首席、国立音楽大学講師
　宮崎寿理　藝大フィルハーモニア管弦楽団(東京藝術大学管弦楽研究部非常勤講師)
●ホルン
　阿部雅人　沖縄県立芸術大学教授 音楽学部長、元新日本フィルハーモニー交響楽団
　石山直城　NHK交響楽団、東京藝術大学非常勤講師
　日橋辰朗　読売日本交響楽団首席、紀尾井ホール室内管弦楽団
　久永重明　読売日本交響楽団、洗足学園音楽大学非常勤講師
●トランペット
　杉本正毅　東京吹奏楽団、洗足学園音楽大学・上野学園大学講師
　高橋 敦　東京都交響楽団首席、洗足学園音楽大学客員教授、東京音楽大学講師
　田中敏雄　読売日本交響楽団、上野学園非常勤講師
　中山隆崇　東京都交響楽団、東京メトロポリタンブラスクインテット、ザ・トランペットコンサート、トウキョウブラスシンフォニー、洗足学園音楽大学非常勤講師
●トロンボーン
　池上 亘　NHK交響楽団、洗足学園音楽大学客員教授
　小田桐寛之　東京都交響楽団首席、洗足学園音楽大学教授、昭和音楽大学・国立音楽大学客員教授
　菅 貴登　中部フィルハーモニー交響楽団、洗足学園音楽大学講師
　村本悠里亜　フリーランス
●テューバ
　柏田良典　日本ユーフォニアム・テューバ協会副理事長、元東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
●パーカッション
　菅原 淳　東京音楽大学客員教授、昭和音楽大学客員教授、日本大学講師
　西久保友広　読売日本交響楽団
　平尾信幸　神奈川フィルハーモニー管弦楽団
　藤本隆文　東京藝術大学准教授
　山口恭範　名古屋音楽大学客員教授
　吉原すみれ　武蔵野音楽大学教授、相愛大学客員教授、山形大学非常勤講師
●ハープ
　高野麗音　東京藝術大学非常勤講師
●オルガン
　浅井美紀　横浜みなとみらいホール・オルガニストインターンシップ修了

構成・演出／大島尚志
映像デザイン／浅川浩二
舞台監督／関尚弘
進行／関音楽事務所
舞台・音響・照明／東京舞台照明
制作協力／神奈川フィルハーモニー管弦楽団
企画・制作／横浜みなとみらいホール

（2019年8月14日現在）

託児サービス
生後6ヶ月から小学生までのお子様をお預かりいたします。
予約制：先着10名様・お一人様2,100円（税別）
　　　  10月1日㊋から12月18日㊌までの予約受付。

お問合せ・ご予約　株式会社 明日香（あすか）
0120-165-115（㊊～㊎：9：00～17：00）

通話料無料で携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※フリーダイヤルがつながらない場合03-6912-2125（通話料有料）

▪やむを得ぬ事情により出演者・曲目等変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
▪チケットは如何なる場合（紛失・盗難・破損等）も再発行いたしません。
▪お買い求めいただいたチケットは公演中止の場合を除き、変更払い戻しはいたしません。
▪公演中止の場合に、旅費等の補償はできません。チケット券面額以外は一切ご返金できません。
▪就学前のお子様の同伴、入場はご遠慮ください

横浜みなとみらいホール

ジルヴェスターコンサート 20202019


