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Yokohama International
横浜市招待国際ピアノ演奏会
特別公演
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広瀬悦子

ドビュッシー：前奏曲集 第1巻（全曲）

photo:Michel Restany

Hirose

ショパン：ノクターン第13番 ハ短調 作品48-1
モシュコフスキー：愛のワルツ 作品57-5

ワーグナー（モシュコフスキー編曲）
：イゾルデの愛の死
ベートーヴェン（カルクブレンナー編曲）
：
交響曲第9番 作品125 より第1楽章

Ayano
島田彩乃

Tomoaki

photo：吉田タイスケ

Shimada

ヤナーチェク：
ピアノ・ソナタ 変ホ短調《1905年10月1日、
街頭にて》

吉田友昭

photo：Akira Muto

Yoshida

バッハ（フリスキン編曲）
：前奏曲（カンタータ第106番《神の時こそいと良き時》より）

S pecial Matinee

バッハ（ケンプ編曲）
：シチリアーノ
（フルートソナタ第2番より）

ドビュッシー：
《前奏曲集 第2巻》
より
〈ヒースの草むら〉
〈水の精〉

バッハ（吉田友昭編曲）
：ラルゴ（クラヴィーア協奏曲ヘ短調より）
シューマン（リスト編曲）
：献呈

フランク：前奏曲、
コラールとフーガ

ショパン：練習曲 嬰ハ短調 作品25-7
ラフマニノフ（ソルダーノ編曲）
：春の流れ

202 0 . 11 . 7

ラヴェル：ラ・ヴァルス― 管弦楽のための舞踏詩 ―

14：00開演（13：30開場）

横浜みなとみらいホール 小ホール

［土］

全席自由

一般 4,000円

Miraist Club 会員 3,500円
65歳以上の方 3,800円※

学生・障がい者手帳をお持ちの方 2,500円※
※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
※感染症拡大防止対策の一環として、入場定員を調整させていただく場合がございます。

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)
共催：横浜市・横浜アーツフェスティバル実行委員会
企画：横浜市招待国際ピアノ演奏会企画委員会
協賛：株式会社ヤマハミュージックジャパン、
日本ゾーディアック株式会社、
サカモト・ミュージック・スクール
助成：

Yokoh a m a M i n at o M i r a i H a l l , S m a l l H a l l

チケット取扱い・お問合せ

横浜みなとみらいホールチケットセンター

（電話予約10：00〜17：00／窓口11：00〜19：00

チケットセンターWEB
チケットぴあ

http://minatomirai.pia.jp/

https://t.pia.jp/

0570 - 02 - 9999 ［Pコード：187 - 338］

発売日
横浜市民先行発売 横浜市内在住の方：9月21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（免許証など）
をご提示いただきます

Miraist Club会員先行発売：9月19日㊏

一般発売：9月26日㊏

文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）︱独立行政法人日本芸術文化振興会

後援：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)

045 682 2000

休館日・保守点検日を除く）

※当初、11月7日に開催を予定していた「第39
回横浜市招待国際ピアノ演奏会」につきまし
ては、感染症拡大に伴う海外からの入国制
限・隔離期間確保の観点から、2021年に
別会場にて延期開催いたします。
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横浜市招待国際ピアノ演奏会について
常に新しい文化を取り入れ発信してきた横浜にふさわしく、世界中から将来を嘱望される才能を発掘し、広く紹介することを目的とした「横浜市招待国際ピアノ
演奏会」は、国際的なピアニストであった故・山岡優子先生の、世界の芸術家たちを育てていこう、
という強い熱意によって1982年に始まりました。
2020年は、近年この演奏会に出演した気鋭の日本人ピアニスト４名による特別公演を開催いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
横浜市招待国際ピアノ演奏会企画委員会

菊地裕介

委員長：海老彰子

委員：堀

広瀬悦子

Yusuke Kikuchi

桐朋女子高校音楽科在学中に日本音楽コンクール第2位入賞、卒業後に渡

了介、弘中 孝、須田眞美子、伊藤 恵

Etsuko Hirose

ヴィオッティおよびミュンヘン両国際コンクールに入賞後、1999年マルタ・アル

仏。ローム ミュージック ファンデーションより助成を受け、
パリ国立高等音楽院高

ゲリッチ国際コンクール優勝。同年パリ国立高等音楽院を審査員全員一致の

楽大学にてドイツ国家演奏家資格を取得。
皆川紀子、
加藤伸佳、
J. ルヴィエ、A.

活動を続け、バイエルン放送響やNHK交響楽団ほか国内外のオーケストラとも

等課程、
ピアノ研究科を修了。文化庁芸術家在外研修員として、ハノーファー音

首席で卒業し、併せてダニエル・マーニュ賞受賞。世界各地で精力的に演奏

ヴァルディの各氏に師事、
マリア・カナルス、
ポルト、
プーランクの各国際コンクール

数多く共演、音楽祭にも多数参加している。
ＣＤも多数リリースし、2016年には

で優勝、
またジュネーブ国際、
ベートーヴェン国際(ウィーン)など入賞多数。
ベー

トーヴェンのソナタ全32曲、
ラヴェルのピアノソロ作品全集（TRITON)など録音
多数。第26回横浜市招待国際ピアノ演奏会出演。現在、東京音楽大学専任講
師。CJM神宮の杜音楽院院長。

C.カツァリス氏との『ロシア・バレエ音楽トランスクリプション集』
および日本ツアー

が好評を博した。2020年春に『モシュコフスキー：ピアノ作品集』
（Danacord）

を、同 年 秋にベートーヴェン《 交 響 曲 第 9 番 》のカルクブレンナー編 曲 版

（MIRARE）
をリリース。情熱的でスケールの大きな音楽作りと幅広いレパート
リーが高い評価を集めている。第22回横浜市招待国際ピアノ演奏会出演。

島田彩乃

吉田友昭

Ayano Shimada

桐朋女子高等学校音楽科を首席卒業。パリ国立高等音楽院、
エコール・ノ

ルマル音楽院修了、
さらに文化庁海外留学制度研修員としてライプツィヒ音楽

大学にて研鑽を積む。国内外数々のコンクールにて優勝、入賞。
ヨーロッパ各

地、南アフリカ、中国等で演奏活動を展開する。
これまで、東京フィルハーモニー

東京藝術大学を経て20歳時にヨーロッパへ移住。パリ国立高等音楽院を一

等賞の成績で卒業後、
ローマ聖チェチーリア音楽院、ザルツブルク・モーツァル

テウム音楽大学を修了。第79回日本音楽コンクール第1位、
マリア・カラス、
ホ
セ・イトゥルビ、
マリア・カナルス、ハエン、
シドニー他の国際コンクールで優勝・入

交響楽団、
シドニー交響楽団、
ヨハネスブルグ交響楽団等と共演。CD『ドビュッ

賞。
スペイン、
イタリア、
オランダ、
ドイツにて演奏ツアーを行う。バルセロナ・カタルー

シー／デュティユー／ラヴェル』、
『ブラームス：ピアノ作品集』
（レコード芸術特選

ニャ音楽堂、
アムステルダム・コンセルトヘボウ、
ミュンヘン・ガスタイク文化セン

盤）
をリリース。室内楽奏者としても精力的に取り組み、国内外アーティストと多数

共演、厚い信頼を得ている。欧州のフェスティバルに毎年継続して招かれ、
リサイ

タル、
マスタークラス等、海外でも活動を展開している。第29回横浜市招待国際

ピアノ演奏会出演。

特 別レクチャー

日時：2020.

11.7㊏ 10：00〜12：45

❶10：00〜11：00 「名演奏

Tomoaki Yoshida

ター、バレンシア音楽堂、
ブラスティラバ・フィルハーモニー等で演奏。第33回横

浜市招待国際ピアノ演奏会に出演。
フランスに5年間、
イタリアに4年間、
オースト

リアに3年間居住した後、2015年に日本に帰国。現在、東京音楽大学講師。

会場：横浜みなとみらいホール6階レセプションルーム

音幹と感性と」 講師：武藤英明（指揮者）

❷11：15〜12：45 「カレーなる私の人生」 講師：宗次德二（カレーハウスCoCo壱番屋創業者。宗次ホール代表）
参加無料

要事前申し込み（定員になり次第、締切）

※原則として2講座とも聴講できる方が対象です。

お申込み：横浜みなとみらいホールチケットセンター 電話：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）

※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いたしかねます。
※就学前のお子様の同伴、入場はご遠慮ください。
詳しくは横浜みなとみらいホール ホームページお知らせ欄の
「新型コロナウイルス

ご来場時にはマスク着用等、
感染症対策 ご来場者様へのお知らせとお願い」
を必ずご確認ください。
お客様へのお願いがございます。 https://mmh.yafjp.org/mmh/topics/2020/05/post-318.php
託児サービス
生後6ヶ月から小学生までのお子様を、
お預かりする託児サービスがございます。
予約制：先着10名様・お一人様2,100円（税別）。公演の3ヶ月前から5日前
までの予約受付。

交通のご案内

お問合せ・ご予約

◦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。
◦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。

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）

〒220 0012 横浜市西区みなとみらい2 3 6

【公益財団法人横浜市芸術文化振興財団】 https://mmh.yafjp.org/mmh/

TEL：045 682 2020

@yokohamammh

FAX：045 682 2023

