
主　　催 :

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

特別協賛 : 

MS&AD Shirakawa Hall

会 　 場

2021年4月19日（月）9:00発 売 日

15:00 開場／ 16:00 開演2021年 月　     日（土）6 19
4:00pm, Saturday June 19, 2021

日 　 時

助　　成 :  　　　　文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）
                　　　　独立行政法人日本芸術文化振興会

荒井 英治 （第1ヴァイオリン／名フィル首席客演コンサートマスター）*
 ARAI Eiji,  1st Violin / Principal Guest Concertmaster

しらかわシリーズ
 Vol.37

Shirakawa Series Vol.37
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●いきいき割引（S-B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-B席を50%割引）…25歳以下対象

料 　 金
S席：¥5,200／A席：¥3,700／B席：¥2,200／Y席：¥1,000（25歳以下対象・当日券のみ）
※車椅子席あり【車椅子利用者（介添人1名含）対象／¥2,960】

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。

◎2公演まとめてお得なセット券、好評発売中！（詳細は裏面参照）

1回券（税込）

割引（名フィル・チケットガイドのみ取扱）

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 検索 www.nagoya-phil.or.jp
しらかわホールチケットセンター（10:00-17:00／月休）   Tel.052-222-7117  www.shirakawa-hall.com

お 申 込 み・
お 問 合 せ

Photo: K.Miura

鈴木 秀美（指揮・チェロ*）
 SUZUKI Hidemi, Conductor & Cello

ハイドン　弦楽四重奏曲第62番変ロ長調 作品55-3（Hob.Ⅲ-62）*　 
F. J. Haydn: String Quartet No.62 in B flat major, Op.55-3, Hob.III:62

ハイドン　交響曲第55番変ホ長調 Hob.Ⅰ-55『校長先生』
F. J. Haydn: Symphony No.55 in E flat major, Hob.I:55 “The Schoolmaster”

ベートーヴェン　交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』 
L. v. Beethoven: Symphony No.3 in E flat major, Op.55 “Eroica”

55創立       年記念 鈴木秀美の55

  YONEDA Seiichi, 2nd Violin / Assistant Concertmaster

米田 誠一 
（第2ヴァイオリン／名フィルアシスタント・コンサートマスター）*

   ISHIBASHI Naoko, Viola / Principal Player

石橋 直子
（ヴィオラ／名フィル首席奏者）*

15:30より 鈴木秀美氏による
プレトーク開催！



※未就学児童のご入場は、保護者同伴の場合でもご遠慮ください。 ※お申込みいただいたチケットのキャンセル・変更は受付しておりません。 ※やむを得ぬ事情によって、
出演者・曲目などを変更する場合がございます。 ※開演後は入場制限がございますので、時間に余裕を持ってご来場ください。 ※新型コロナウイルス感染症の影響
により、各種プレイガイドへのチケット委託および託児サービスは休止しております。

ご注意
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荒井 英治（第1ヴァイオリン／名フィル首席客演コンサートマスター）
ARAI Eiji,  1st Violin / Principal Guest Concertmastar

　これまでに新星日本交響楽団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団のコンサート
マスターを務め、2018年4月名フィル首席客演コンサートマスターに就任。1992年、モルゴー
ア・クァルテット結成に参画。日本を代表する弦楽四重奏団として、コアなファンを熱狂させて
いる。ソリストとしても秋山和慶、大野和士、ルドルフ・バルシャイ、ヤーノシュ・コヴァーチュ、
井上道義、広上淳一等と共演。現在、日本センチュリー交響楽団首席客演コンサートマスター
及び、東京シティフィルハーモニック管弦楽団特別客演コンサートマスターを兼任。東京音楽
大学教授。

米田 誠一（第2ヴァイオリン／名フィル アシスタント・コンサートマスター）
YONEDA Seiichi, 2nd Violin / Assistant Concertmaster

　第15回クラシック音楽コンクール大学の部に於いて１・２位無しの第4位に入賞。2007年
愛知県立芸術大学を首席卒業。中村桃子賞及び桑原賞を受賞。第77回読売新人演奏会に出
演。同年9月名古屋フィルハーモニー交響楽団に入団。現在はアシスタント・コンサートマス
ターを務める。名フィルでの演奏活動以外にも各地のオーケストラより客演首席奏者等として
招かれる他、愛知芸大同窓生と共に2015年に結成したパルテンツァ五重奏団にて毎夏公演
を行うなど、精力的に演奏活動を展開している。これまでにヴァイオリンを鷲尾悠子、岡本智
紗子、V.マリーニン、服部芳子の各氏に師事。

　神戸生まれ。チェロ奏者として、
18世紀オーケストラ、ラ・プティッ
ト・バンド等のメンバー及び首席
奏者として活躍。バッハ・コレギウ
ム・ジャパンでは創立から2014年
まで首席チェロ奏者を、1994～
2000年ブリュッセル王立音楽院
のバロック・チェロ科教授を務め
た。1991年「バッハ／無伴奏チェ
ロ組曲全曲」ツアーが評価され村
松賞大賞を受賞。室内楽では
1999～2008年水戸芸術館専属
の弦楽四重奏団「ミト・デラルコ」
として活動したほか、楽遊会（らく
ゆうかい）弦楽四重奏団としても
活動している。録音ではバロックか
ら初期ロマン派までのソロ・室内
楽を多数録音し、受賞歴も多い。
　2001年に古典派を専門とする

オーケストラ・リベラ・クラシカを結成。指揮活動も活発になりつつあり、国内外のオーケ
ストラへの客演指揮・チェロ独奏も好評を博している。山形交響楽団首席客演指揮者。
2021年度より神戸市室内管弦楽団音楽監督に就任。著書には「『古楽器』よ、さらば！」
（音楽之友社）などがある。
　第37回サントリー音楽賞、第10回齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。東京音楽大学
チェロ科客員教授、東京藝術大学古楽科非常勤講師。雑司谷拝鈍亭終身楽長。

〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-15 
www.shirakawa-hall.com

地下鉄東山線・鶴舞線
「伏見」駅5番出口より徒歩5分

セット券について

資料請求・お申込み・お問合せは、名フィル・チケットガイドまで

しらかわシリーズ2公演が20%割引になる「セット券」を、
6/18までの期間限定で販売しています。

［　　］会 場 三井住友海上しらかわホール
［　　］出 演 ハンスイェルク・シェレンベルガー（指揮・オーボエ*）、ロバート・ボルショス（クラリネット／名フィル首席奏者）*、

安土真弓（ホルン／名フィル首席奏者）*、ゲオルギ・シャシコフ（ファゴット／名フィル首席奏者）*
［　　］曲 目 モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンとファゴットのための協奏交響曲　ほか

 セット券（2公演分） 

1回券合計額

￥8,320
￥10,400

 S　　席

￥5,920
￥7,400

 A　　席

￥3,520
￥4,400

 B　　席
［　　］日 時 16:00開演年 月　　日 土2022 2 26

次回のしらかわシリーズ Vol.38

しらかわシリーズ Vol.37
Shirakawa Series Vol.37

創立       年記念55 55鈴木秀美の

シェレンベルガーの
モーツァルト& R.シュトラウス

「新型コロナウイルス感染症対策とお客様へのお願い」はこちらから

マスクを着用
の上ご来場く
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
いただきます。

手洗い・手指
の消毒にご協
力ください。

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。

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。

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。

新型コロナウ
イルス感染確
認 ア プ リ
（COCOA）の
インストールを
お願いいたし
ます。

購
入
者

来
場
者

連絡は
052-339-5666

ご
来
場
の
皆
様
へ
の
お
願
い まで
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鈴木 秀美（指揮・チェロ）SUZUKI Hidemi, Conductor & Cello

石橋 直子（ヴィオラ／名フィル首席奏者）
ISHIBASHI Naoko, Viola / Principal Player

　桐朋女子高等学校音楽科を経て桐朋学園大学卒業。同大学研究科修了。米・コロラド州ア
スペン音楽祭に参加。22歳でヴィオラに転向する。霧島国際音楽祭にて特別奨励賞を受賞。
南日本テレビ放送賞を受賞するほか数々のコンクールで入賞する。また国内主要オーケストラ
でゲスト首席奏者としても活動する。これまでに桐朋オーケストラアカデミー嘱託演奏員を務
め、兵庫芸術文化センター管弦楽団を経て現在名古屋フィルハーモニー交響楽団首席ヴィオ
ラ奏者。第14回名古屋音楽ペンクラブ賞を受賞。名古屋市立菊里高校音楽科、名古屋芸術大
学及び愛知県立芸術大学各非常勤講師。


