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John Williams Wondrous World !John Williams Wondrous World !

オリンピック・ファンファーレとテーマ
Olympic Fanfare and Theme

映画『ジョーズ』より「シャーク・テーマ」
The Shark Theme from Jaws

映画『レイダース 失われたアーク《聖櫃》』より
「レイダース・マーチ」

Raiders March from Raiders of the Lost Ark

映画『E.T.』より「フライング・テーマ」
Flying Theme from E.T.: The Extra-Terrestrial

テューバ協奏曲*
Tuba Concerto

映画『フック』より「ネヴァーランドへの旅立ち」
Flight to Neverland from Hook

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』より
「ヘドウィグのテーマ」

Hedwig’s Theme from Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

映画『ジュラシック・パーク』より「テーマ」
Jurassic Park Theme

映画『スター・ウォーズ』組曲
Star Wars Suite for Orchestra
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Yuto HAYASHI, Tuba
（ テューバ／名フィルテューバ奏者 ）*林 裕人

Kon ARIMURA, MC
（ 司会 ／映画コメンテーター ）有村 昆

Keitaro HARADA, Conductor
原田 慶太楼（ 指揮 ）
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後　　援 :  愛知県・愛知県教育委員会・名古屋市・名古屋市教育委員会・公益財団法人名古屋市文化振興事業団・中日新聞社・中京テレビ放送
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割 引

1 回 券
（税込）
1 回 券
（税込）

割 引
●いきいき割引（S−D席を20%割引）…65歳以上または障害者手帳所持者（介添人1名含）対象
●ユース割引（S−C席を50%割引）…25歳以下対象
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クリスマス・スペシャル・コンサートクリスマス・スペシャル・コンサート

「アリコン」こと
有村昆さんの

プレトーク開催決定！

新型コロナウイルス感染症対策として窓口業務を休止しております。チケットのご注文は、申込手数料無料の電話・ネットをご利用ください！新型コロナウイルス感染症対策として窓口業務を休止しております。チケットのご注文は、申込手数料無料の電話・ネットをご利用ください！
名フィル・チケットガイド（9:00−17:30／土日祝休）   Tel.052−339−5666　 www.nagoya−phil.or.jp
2020年11月9日（月）9:00
名フィル・チケットガイド（9:00−17:30／土日祝休）   Tel.052−339−5666　 名フィル

セレクト・プラチナ席：¥12,600／プラチナ席:：¥9,500／S席：¥6,400／A席：¥5,200

B席：¥4,200／C席：¥3,200／D席：¥2,200  ※車椅子席あり【車椅子利用者（介添人1名含）対象／¥¥4,160】
セレクト・プラチナ席：¥12,600／プラチナ席:：¥9,500／S席：¥6,400／A席：¥5,200

B席：¥4,200／C席：¥3,200／D席：¥2,200  ※車椅子席あり【車椅子利用者（介添人1名含）対象／¥¥4,160】

18:15～

※Y席(25歳以下対象)を含む当日券の販売につきましては、名フィル・チケットガイドまでお問合せください。
※名フィル公式ウェブサイトで公開している「新型コロナウイルス感染症対策とお客様へのお願い」をご確認の上ご購入ください。
※Y席(25歳以下対象)を含む当日券の販売につきましては、名フィル・チケットガイドまでお問合せください。
※名フィル公式ウェブサイトで公開している「新型コロナウイルス感染症対策とお客様へのお願い」をご確認の上ご購入ください。



ご来場の皆様へのお願い
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原田 慶太楼（ 指揮 ）

Keitaro HARADA, Conductor

　現在、アメリカ、ヨーロッパ、アジアを中心に目覚しい活躍を続けている期待の俊英。

　シンシナティ交響楽団およびシンシナティ・ポップス･オーケストラ、アリゾナ・オペラ、リッチモンド交響楽団のアソシ

エイト･コンダクターを経て、2020年シーズンから、アメリカ、ジョージア州サヴァンナ・フィルハーモニックの音楽＆芸

術監督に就任。

　オペラ指揮者としても実績が多く、アリゾナ・オペラやノースカロライナ・オペラに定期的に出演、シンシナティ・オペ

ラ、ブルガリア国立歌劇場でも活躍。

　2010年タングルウッド音楽祭で小澤征爾フェロー賞、2013年ブルーノ・ワルター指揮者プレビュー賞、2014・15・

16・20年米国ショルティ財団キャリア支援賞受賞。2009年ロリン・マゼール主催の音楽祭「キャッソルトン・フェスティ

バル」にマゼール本人の招待を受けて参加。2011年には芸術監督ファビオ・ルイジの招聘によりＰＭＦにも参加。

　1985年東京生まれ。インターロッケン芸術高校音楽科において、指揮をF.フェネルに師事。

　オーケストラやオペラのほか、室内楽、バレエ、ポップスやジャズ、そして教育的プログラムにも積極的に携わっている。

　2021年4月より東京交響楽団正指揮者に就任する。
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出演者及び会場スタッフの対策につきましては、出演者及びスタッフの体調管理の徹底、会場スタッフのマスク等の着用と手指の消毒、
受付窓口・クローク・ビュッフェの閉鎖、託児サービスの休止、会場内の消毒・清掃・換気等を行っております。

詳しくは名フィル公式ウェブサイトをご覧ください

TICKET

入 場 時 の 検
温にご協力く
ださい。
37.5度以上の発
熱がある場合は
入場をお断りさ
せて頂きます。

会場内での不要
な会話はお控え
いただき、終演
後の「ブラボー」
等の掛け声はご
遠慮ください。

発 熱 や 体 調
不良の場合は
ご来場をお控
えください。

入退場時、ト
イレ等、会場
内 で の 社 会
的 距 離 の 確
保をお願いい
たします。

手洗い・手指
の消毒にご協
力ください。

チケットのご
購入者とご来
場者が異なる
場合は前日ま
でにご連絡く
ださい。

マスクを着用
の上ご来場く
ださい。

チケットはご
自身でもぎっ
て、所定のか
ごに入れてく
ださい。 連絡は下記まで

購
入
者

来
場
者

052-339-5666

 http://kharada.com/ @KHconductorⅡ　オフィシャル・ホームページ

林 裕人
Yuto HAYASHI, Tuba

　東京藝術大学卒。在学中に名古屋フィルハーモニー交

響楽団に入団。卒業時にアカンサス賞、同声会新人賞を受

賞。ソリストとして名古屋フィルハーモニー交響楽団、北

チェコ・テプリツェフィル管弦楽団と共演。公益財団法人ア

フィニス文化財団の海外研修助成を受け、ドイツ・ミュン

ヘンへ留学。期間中にマリス・ヤンソンス指揮のバイエルン

放送交響楽団に客演。第９回日本Ｊｒ管打楽器コンクール

金賞、第３０回日本管打楽器コンクール入選。現在名古屋

フィルハーモニー交響楽団テューバ奏者。愛知県立芸術大学、名古屋音楽大学各非常勤講師。

　これまでにテューバを稲川榮一、八尾健介、牛尾正明、Stefan Tischler、Walter Hilgersの各

氏に師事。

有村 昆
Kon ARIMURA, MC

　1976年マレーシア生まれの東京育ち。愛

称は「アリコン」。

　年間500本の映画を鑑賞し最新作からB

級映画まで幅広い見識を持つ。

　映画コメンテーターとしてテレビやラジオ

に出演するほか、雑誌でも数多くの連載を担

当。長年にわたりラジオ番組のパーソナリ

ティとしても活躍中。

　YouTube「有村昆のシネマラボ in YouTube」では最新映画や過去作のレビュー

を、DMMオンラインサロンでは”映画好き”が集まるサロンのオーナーを務め、各

メディアで映画の魅力を発信し続けている。妻は元キャスターの丸岡いずみ。

John Williams Wondrous World! ジョン・ウィリアムズ・ワンダラス・ワールド！

クリスマス・スペシャル・コンサート

（ テューバ／名フィル テューバ奏者 ） （ 司会／映画コメンテーター ）




