異なる楽器との共演や演奏風景の投影で好評！
人気のコンサートが
２年ぶりにコンサートホールへ帰ってくる！

〜コンサートホールリニューアル＆劇場オルガニストデビュー公演〜

12. 21 22
（金）

19：00

（土）

14：00 開場時間は
各45分前

＊22日のみ終演後希望者にオルガン見学会を開催（オルガンを近くで見るだけで触ることはできません）

愛知県芸術劇場コンサートホール
（愛知芸術文化センター4F）

2019

2.8

（金）

バレンタイン・
オルガンコンサート
〜ダニエル・ザレツキー

愛知県芸術劇場コンサートホール（愛知芸術文化センター4F）

Program

11月より愛知県芸術劇場オルガニストに就任

ブクステフーデ： 暁の星のいと美しきかな

オルガン 都築由理江 Organ : Yurie Tsuzuki

D.Buxtehude (1637-1707): Wie schön leuchtet der Morgenstern, BuxWV223

愛知県豊田市出身。15歳より豊田市コンサートホールオルガン教
室にてオルガンを始める。
東京藝術大学音楽学部器楽科オルガ
ン専攻卒業。
同大学院音楽研究科修士課程修了。
これまでにオ
ルガンを椎名雄一郎、
廣野嗣雄、
徳岡めぐみの各氏に、
チェンバ
ロを大塚直哉氏に、
通奏低音を椎名雄一郎氏に師事。
文化庁
委託事業「若き音楽家による企画コンサート2012 with 赤坂達
三」に入選。愛知県芸術劇場コンサートホールでの同公演を企
画・出演する。
大学院在籍中より渡欧し、
ウィーン国立音楽大学にて
オルガンをP.D.ペレッティ氏に師事。
2016年、
同大学オルガン科修士
課程を満場一致の最優秀の成績で修了。
17年、
イタリアのピストイアで
開催された第5回アガティ
・
トロンチ国際オルガンコンクール第2位。
昨年の
完全帰国以来、地元愛知と東京を拠点に演奏活動を行っている。現在、
NHK文化センター名古屋教室講師、
11月より愛知県芸術劇場オルガニストに
就任予定。
（一社）
日本オルガニスト協会会員。

バッハ： 主よ、人の望みの喜びよ★

J.S.Bach (1685-1750): "Jesus bleibet meine Freude" BWV147

バッハ：トッカータ、
アダージョとフーガ ハ長調 より
J.S.Bach: From Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV564

シューマン：
「バッハの名による6つのフーガ」より 第1番
R.Schumann (1810-56): Fugue No.1 from “6 Fugen über den Namen BACH” op.60-1

シャルパンティエ：テ・デウム より 前奏曲 ★
M-A.Charpentier (1643-1704): Te Deum "Prelude"

ヴィドール：オルガン交響曲第5番 より

Ch-M.Widor (1844-1937): From Symphony for Organ No.5 in f minor

エベン： 金の窓 ★

P.Eben (1929-2007): The Golden Window from Okna

《21日のみ演奏》

トランペット 服部孝也 Trumpet : Takaya Hattori

ネルーダ：トランペット協奏曲 ★

愛知県名古屋市出身。
愛知県立芸術大学音楽学部卒業。
桑原賞受賞。
1993年新日本フィルハーモニー交響楽団に入団する。
92年PMF（パシフィッ
ク・
ミュージック・フェスティバル）、
93、
95年アメリカ コロラド州アスペン音楽祭に
参加。
99年アフィニス文化財団の海外研修生としてニューヨーク マネス音楽
大学で学ぶ。
2007年東京オペラシティリサイタルシリーズB→Cにて自身初の
リサイタルを行う。
ソリストとして新日フィルとG.ボッセ指揮／ハイドンのトランペット
協奏曲、
M.ロストロポーヴィチ指揮／ショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番を
共演している。
サイ
トウ・キネン・オーケストラのメンバーとしてセイジ・オザワ 松本フェス
ティバルに参加している。現在、新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者。東京
なぎさブラスゾリステンのメンバー。
昭和音楽大学非常勤講師。
ブラスシンフォニー、

J.B.G.Neruda (1708-80): Trumpet Concerto in E-flat major

《22日のみ演奏》

バッハ： 小フーガ ト短調
J.S.Bach: Fugue in g minor BWV578

ハイラー： 一輪の薔薇が咲いて
A.Heiller (1923-79): Es ist ein Ros' entsprungen

アンダーソン：クリスマス・フェスティバル★
L.Anderson (1908-75): A Christmas Festival

★トランペット共演曲

〜Dan
nieel Zaretsky

〜東京芸術劇場との共同招聘公演〜

2.8

バレンタイン・オルガンコンサート 〜ダニエル・ザレツキー
2019
19 00
サンクトペテルブルク音楽院のオルガン学部長であり、世界的に活躍しているロシアの名誉アーティストの称号を持つオルガニストが初来日。

（金） ：

（開場18:15）

愛知県芸術劇場コンサートホール（愛知芸術文化センター4F）
Program ＜未定・調整中＞ 〜 yet to be decided 〜
オルガン ダニエル・ザレツキー Organ : Daniel Zaretsky

レニングラード音楽院で、
オルガンをニーナ・イワノフナ・オクセンティアンに、
ピアノをエドゥアルド・バザノフに師事して卒業後、
カザン州音楽院で
ルビン・カビロビッチアブドゥリンに師事して大学院を修了、
ヘルシンキのシベリウスアカデミーでカリ
・ユッシラに学ぶ。
全ロシアコンクール
（1991
年、
1位入賞）、
ドイツでの国際オルガンコンクールおよびイタリアとフィンランドでの国際コンクールでのディプロマ受賞。
1986年以来リサイタル
活動を開始。
旧ソ連の主要なコンサート会場に登場しているほか、
ヨーロッパ、
アメリカなど各国に招聘され、
7枚のCDをリリース。
また、
ロシア、
ルクセンブルク、
カナダの有名な国際コンクールで審査員を務める。
2011年からはサンクトペテル
ポーランド、
ドイツ、
フランス、
スペイン、
イタリア、
ブルク音楽院のオルガンとハープシコードの学部長を務めていて、
生徒の多くは、
世界やロシアのコンクールで入賞している。ロシア名誉
アーティスト の称号を授与されている。

チケット料金 [ 全席指定 ] ★9月22日(土) 10：00発売
■クリスマスはオルガンだ！

愛知県芸術劇場メンバーズウェブ先行販売 9月14日
（金）10：00〜9月15日
（土）23：59

各日 一般／ ¥2,000

■ バレンタイン・オルガンコンサート

一般／

U25／¥1,000

¥3,000

ペア（2名1組）／¥3,000

U25／¥1,500

※U25は公演日に25歳以下対象（要証明書） ※車椅子席は劇場事務局（TEL 052-971-5609）で取扱い ※未就学児入場不可。託児サービスあり。
※やむを得ない事情により、内容・出演者等が変更になる場合があります。 ※開演中は入場できない場合があります。

チケット取扱い

託児サービス（有料・要予約）
■ 対象：満1歳以上の未就学児

■ 愛知県芸術劇場オンラインチケットサービス

■ 料金：1名につき1,000円
（税込）

http://www.aac.pref.aichi.jp/gekijyo/syusai/

■ 申込締切：公演前週の同じ曜日まで
■ お申込み・お問合せ

■ 愛知芸術文化センタープレイガイド
（地下2階）

☎052-972-0430 平日10：00 〜19：00 土日祝休〜18：00
■チケットぴあ

（月曜定休／祝休日の場合､翌平日）

[Pコード：クリスマス124-059 バレンタイン124-060]
http : //pia.ｊ
ｐ/ チケットぴあ店舗、セブン-イレブン
※購入方法により、チケット代金のほかに手数料が必要になる場合があります。

トットメイト
7 0120-01-6069（受付時間9：00〜17：00）

アクセス
名古屋市営地下鉄東山線／
名城線「栄」駅下車、徒歩5分
名鉄瀬戸線「栄町」駅下車、徒歩5分
（オアシス21地下連絡通路または2F連絡橋経由）

助成

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

主催・お問合せ

愛知県芸術劇場

TEL：052-971-5609（10：00〜18：00） FAX：052-971-5541
E-mail

event@aaf.or.jp

URL

http://www.aac.pref.aichi.jp

〒461-8525 名古屋市東区東桜1-13-2

