TOKYO PHILHARMONIC ORCHESTRA

2022シーズン定期演奏会

東京フィルハーモニー交響楽団

指揮

出口大地

2021年ハチャトゥリアン国際コンクール第1位
クーセヴィツキー国際指揮者コンクール最高位入賞
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第972回オーチャード定期演奏会
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第973回サントリー定期シリーズ

オーチャードホール

サントリーホール

ハチャトゥリアン

ヴァイオリン

木嶋真優

*
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バレエ音楽『ガイーヌ』より

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調*

『鐘』ホ短調
交響曲第2番

Conductor: Daichi Deguchi (The winner of the ﬁrst prize of the 2021 Khachaturian International Competition and the top prize of the Kussewitzky Competition) Violin: Mayu Kishima
Thu. July 7, 19:00 at Tokyo Opera City (Concert Hall) / Sun. July 10, 15:00 at Bunkamura Orchard Hall / Tue. July 12, 19:00 at Suntory Hall
Khachaturian: Experts from ballet "Gayane" / Khachaturian: Violin Concerto in D Minor / Khachaturian: Symphony No. 2 in E Minor "The Bell"

主催：公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団
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

協力：

（7/10公演）

日本・アルメニア外交関係樹立30周年記念

オフィシャル・サプライヤー：

後援：駐日アルメニア共和国大使館 Embassy of the Republic of Armenia to Japan

The 30th Anniversary of the Establishment of the Diplomatic Relations between the Republic of Armenia and Japan

2022 Subscription Concert
勇壮なリズム、
そして色彩感溢れるオーケストレーション。聴けばすぐ気が付くアルメニア出身の
作曲家ハチャトゥリアンのバレエ音楽『ガイーヌ』は人気作。
しかし、
それ以外の作品となると、あ
まり聴くチャンスはなかった。
その知られざるハチャトゥリアン作品を演奏してくれるのが、作曲家
の名前を冠したハチャトゥリアン国際指揮者コンクールで優勝した若手・出口大地（1989年生ま
れ）。彼は、
その後もクーセヴィツキー国際指揮者コンクールで最高位＆オーケストラ特別賞を受
賞し、
日本とヨーロッパでこれからの活躍が期待されている注目株。彼が振るハチャトゥリアンの
傑作交響曲第2番『鐘』
は聴きものだ。ザハール・ブロンの愛弟子である木嶋真優と共演するヴァ
イオリン協奏曲は、実はフルート協奏曲に編曲されて愛されてきた。
日本のオーケストラで「オー
ル・ハチャトゥリアン・プログラム」が演奏されるのは極めてまれなこと。民族色豊かな作曲家の世
界を楽しもう。

文：片桐卓也

出口大地

指揮

大阪府出身。第17回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門にて日本人初の優勝。クーセヴィツキー国際
指揮者コンクール最高位及びオーケストラ賞受賞。関西学院大学、東京音楽大学指揮科にて学び、2022年
ハンスアイスラー音楽大学ベルリンオーケストラ指揮科修士課程修了予定。これまでアルメニア国立交響
楽団、ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団などを指揮。パーヴォ・ヤルヴィ、
ドナルド・ラニクルズ、井上道
義、沼尻竜典、下野竜也各氏らの薫陶を受け、ベルリン放送交響楽団ではウラディーミル・ユロフスキ氏の
アシスタントを務めた。

木嶋真優

ヴァイオリン

2016年第１回上海アイザック・スターン国際ヴァイオリン・コンクール優勝。2000年ヴィ
エニャフスキ国際ヴァイオリン・コンクール・ジュニア部門にて日本人として最年少で最
高位受賞。2011年ケルン国際音楽コンクールのヴァイオリン部門優勝、David Garrett
賞受賞。2015年ケルン音楽大学大学院首席卒業。
ドイツの国家演奏家資格取得。
2020年キングレコードよりＣＤ
「seasons」
をリリース。使用楽器はNPO法人イエロー・エ
ンジェル、宗次コレクションより特別に貸与されたAntonio Stradivari 1699 Walner 。

○料金（税込）

SS¥15,000

○チケットのお申込み

東京フィルチケットサービス

S¥10,000

A¥8,500

B¥7,000

03-5353-9522

C¥5,500
○発売日

https:// www.tpo.or.jp/

〇公演情報
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公演

7/10
公演

さまざまな
割引サービス

東京フィル

座席選択可・24時間受付(WEB先行発売日から)

7/12
公演

最優先（賛助会員・定期会員） 4月9日(土)
4月16日(土)
優先（東京フィルフレンズ）

4月26日（火）

一般発売

平日10:00-18:00
（土日祝休）4/9、4/16のみ10:00-16:00

クレジットカード決済

検索
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○WEB先行〈東京フィルWEBチケットサービスにて〉
4/16（土）10:00〜4/25（月）23:59まで1割引 (SS席除く）

○プレイガイド
■東京オペラシティチケットセンター(7/7のみ） 03-5353-9999
■Bunkamuraチケットセンター(7/10のみ）
03-3477-9999 https://my.bunkamura.co.jp
■サントリーホールチケットセンター(7/12のみ） 0570-55-0017 https://suntoryhall.pia.jp/
■チケットぴあ
https://t.pia.jp/
Pコード [7/7: 213-088] [7/10: 213-089] [7/12: 213-090]
■イープラス
https://eplus.jp/

車椅子割引
特別割引

車椅子でご来場の方は指定ブロック席にて、
S席料金の50%0FFにてお楽しみいただけます。
同伴者1名様も同料金となります。
障害者手帳をお持ちの方は、一般料金の50%0FFでお求めになれます。

学生当日券

公演当日に残席がある場合、
各ホール当日券販売窓口にて、1,000円で限定数販売いたします
（要学生証）。
座席はお選びいただけません。

▶詳しくは東京フィルチケットサービスまでお問い合わせください。※お電話のみの受付です。※割引サービスの併用はできません。

当団の実施する新型コロナウイルス感染症予防対策について
・マスクはご鑑賞中を含め常時着用ください。
マスクを着用されていないお客様には入場をお断りさせていただく場合がございます。
・こまめな手洗い・手指の消毒・咳エチケットの実施をお願いいたします。・ご来場前にご自宅で検温の実施をお願いいたします。
・体調不良の方もしくは以下の症状などにより感染の疑いがある方は入場をご遠慮ください。
◆ 検温の結果、発熱がある場合 ◆ 咳・咽頭痛などの症状がある場合 ◆ 過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合

※演奏中のご入場はお断りしております。
※やむを得ない事情により、
出演者・演奏曲目・曲順な
どが変更となる場合がございます。
※ご予約後のキャンセルは承れません。
※公演中止の場合を除き、
チケット代金の払い戻しは
いたしませんので、
ご了承ください。
※未就学児のご入場はお断りしております。

今後の定期演奏会
9月定期演奏会
4月26日(火)
一般発売

©上野隆文

東京フィル

フレンズ

アンドレア・バッティストーニ(首席指揮者)

指揮：

リスト
（バッティストーニ編）／
『巡礼の年』第2年「イタリア」
より ダンテを読んで
マーラー／交響曲第5番
9月15日(木)19:00開演
東京オペラシティコンサートホール
9月16日(金)19:00開演
サントリーホール
9月19日(月・祝)15:00開演 Bunkamura オーチャードホール

10月定期演奏会
4月26日(火)
一般発売

チョン・ミョンフン(名誉音楽監督)

指揮：

ヴェルディ／歌劇『ファルスタッフ』
オペラ演奏会形式

10月20日(木)19:00開演 サントリーホール
10月21日(金)19:00開演 東京オペラシティコンサートホール
10月23日(日)15:00開演 Bunkamura オーチャードホール
©上野隆文

入会金・年会費無料で、主催公演チケットを優先発売日より定価の
10％割引でお求めいただけます
（一部除く）。入会お申込は東京
フィルチケットサービス(03-5353-9522)までお電話ください。
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