Tetsuro Ban Produce New Year Concert

阪 哲朗 プロデュース

ニューイヤーコンサート
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レハール ワルツ「金と銀」Op. 79

より
序曲、二重唱 “妹よ、ごらんなさい” 、アリア ” 恋は小さな泥棒”
鈴木憲夫

レクイエム より “ ピエ・イエズ”

J. シュトラウス II 世
中田喜直

皇帝円舞曲 Op. 437

雪の降る街を

シュガーシスターズ
J. シュトラウス II 世
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シュガーシスターズ

モーツァルト 歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」K. 588

夕焼けの帰り道

阪 哲朗

指揮

ゲスト

Program

ワルツ「美しく青きドナウ」Op. 314
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入場料（全席自由）

一般：

3,000 円

高校生以下：

チケット取扱い

1,500 円

※小学生以上の方がご入場いただけます。

大沼、八文字屋 Pool、TENDO八文字屋、辻楽器店、富岡本店、カフェレストラン「アランフェス」
こまつ書店（寿町本店・桜田店・西田店・鈴川店・堀川町店・東根店）、山響事務局
©Kazuhiko Suzuki
※やむを得ない事情により出演者・曲目等が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ホームぺージ www.yamakyo.or.jp

fa ce bo o k yamagatasymphony
t w i t t e r @y̲symphony
主催：公益社団法人山形交響楽協会・山形交響楽団応援県民会議
演奏会後援：山形県・山形市・山形県教育委員会・山形市教育委員会・山形新聞・山形放送

このコンサートは、山形県民共済生活協同組合様からの寄付を活用した、やまがた社会貢献基金団体支援助成事業により実施いたします。

同日

会

場

山形グランドホテル ８階アルカス

参加費（コンサートチケット付き）
一般 7,000 円 高校生以下 5,500 円

1 月 21 日（火）

20 : 00 開宴（19: 45 受付）
お問合せ
お申込み

山響チケットサービス

TEL

023-625-2204

（月〜金 10:00〜17:00 ※祝日を除く）

阪 哲朗 ( 指揮 ) Tetsuro Ban, Conductor
阪 哲朗は欧米での客演も数多く、おもにドイツ、オーストリア、スイス、フランス、イタリアなどで約
40 に及ぶオーケストラ、歌劇場に招かれ成功を収めている。日本においては、主要オーケストラ、新国
立劇場、二期会などのオペラ団体を指揮している。これまでに、ビール市立歌劇場専属指揮者、ブラン
デンブルグ歌劇場専属第一指揮者、ベルリン・コーミッシェ・オーパー専属指揮者、アイゼナハ歌劇場
音楽総監督、山形交響楽団首席客演指揮者、レーゲンスブルク歌劇場音楽総監督を歴任。現在、山形交
響楽団常任指揮者。2008/09 年の年末年始に、ウィーン・フォルクスオーパーで、同劇場の年間のハイ
ライトとも言うべき公演である「こうもり」を指揮したことは、大きな話題となった。ドイツ国内はも
とよりヨーロッパ各地の歌劇場における過去 25 年間に指揮した舞台作品数は約 70 演目、通算公演回数
は 1000 回以上にのぼる。京都市出身。京都市立芸術大学作曲専修にて廣瀬量平氏らに師事。卒業後、ウィー
ン国立音楽大学指揮科にて K. エステルライヒャー、L. ハーガー、湯浅勇治の各氏に師事。山形大学での
公開講座や、東京藝術大学より特別招聘教授として招かれるなど、後進の指導にも力を注いでいる。
1995 年 第 44 回ブザンソン国際指揮者コンクール優勝。1996 年京都府文化賞奨励賞、1997 年度 ABC
国際音楽賞、2000 年京都市芸術新人賞、2000 年第２回ホテルオークラ音楽賞、2004 年度第 12 回渡邉
暁雄音楽基金音楽賞、2006 年度第 26 回藤堂顕一郎音楽賞受賞。
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シュガーシスターズ Sugar Sisters

佐藤 容子（ソプラノ）佐藤 寛子（メゾ・ソプラノ）
山形県山辺町出身。ともに東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、同大学院修士課程独唱科修了。
日本歌曲の分野で互いに最高峰の評価を受ける実力派姉妹ユニット。
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＜日本のうた＞の魅力を伝え、文化として発信していきたいという思いから＜美しく響く日
本のうた 心のハーモニー＞をテーマに姉妹ユニット “シュガーシスターズ” を結成。
童謡唱歌から歌謡曲まで色鮮やかに、息のあった艶やかなデュエットで歩みを進めている。
2014 年 11 月ファーストアルバム「わすれがたき ふるさと」リリース
2017 年 9 月キングレコードよりメジャーデビューアルバム「Megumi〜未来へつなぐ日本のうた〜」リリース
2017 年にミャンマーにて初の海外演奏を行う。
海外でも＜日本のうた＞の魅力を伝えたいと文化親善にも意欲的。
2019 年 10 月 2 日日本大使館後援によりシュガーシスターズ ウィーン公演を「モーツァルト
ハウス内ベーゼンドルファーホール」にて開催。
オーケストラ共演多数、NHK-E テレ「ららら♪クラシック」をはじめ TV やラジオへの出演
などメディアでも活躍中。
所属事務所：（株）オフィス ルナピエナ 公式ホームページ http://sugarsis.com
Facebook ページ「シュガーシスターズ」

山形交響楽団 Yamagata Symphony Orchestra

1972 年、東北初のプロ・オーケストラとして誕生。東京・大阪での
「さくらんぼコンサー
ト」など年間 150 回の公演を実施している。2007 年、飯森範親（2004 年から常任
指揮者・ミュージックアドヴァイザー）の音楽監督就任を機に、名実共に東北地方
のみならず日本の音楽文化を代表するオーケストラとしての地位を確立。2006 年、
オーケストラの自主レーベルとしては日本初となる CD レーベル『YSO live』を立ち
上げ、2007 年から 2015 年まで 8 年半にわたる壮大なプロジェクト、
「アマデウスへ
の旅」（モーツァルト交響曲全曲演奏会）を開催、2008 年には、アカデミー賞映画｢
おくりびと｣に出演。創立 45 周年を迎えた 2017 年 4 月には
「モーツァルト交響曲全集」
を発売、第 55 回レコード・アカデミー賞（特別部門 企画・制作）を受賞し全国的な
話題となる。芸術総監督 飯森範親、常任指揮者 阪哲朗、首席客演指揮者 鈴木秀美、
ラデク・バボラーク、創立名誉指揮者 村川千秋。
オフィシャル・ウェブサイト http://www.yamakyo.or.jp/

山形グランドホテル
〒990-0043
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文翔館
霞城公園

山形県山形市本町 1-7-42

山形市役所
山形グランドホテル

023-641-2611

・山形駅より徒歩 15 分 車で 5 分
・山形蔵王 I.C より車で 10 分

山形

・山形空港から車で 30 分

駅

地図アプリで確認▶

郵便局

山銀本店

大沼本店

