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桜の庄兵衛ギャラリー・土間

【公演1】13：30～用：30
チャペルに極まる
至高のベートーヴェン
会場．日本福音ルーテル豊中教会
（最寄駅／阪急・同町）

【公演2】15’30～16：30

サン＝サーンスの香気
かぐわしき木管の競演
会項．日本キリスト教団豊中教会
（最寄駅／阪急・豊中）

監公演3－月12：00～13：00

チェロで奏でるバッハの
神髄Vol．3
会場．桜の庄兵衛ギャラリー・土間
（最寄駅／阪急・同町）

西福寺

臣公演召封4：00～15：00

熟き靭⊇タンゴに燃ゆ、
詩情に薫る松の寺
会場：西福寺
（最寄駅／阪急・服部天神）

E公う責三一卸5：00～16：00
チェロで奏でるバッハの
神髄Vol．3
会場●桜の庄兵衛ギャラリー・土間
（最寄駅／阪急・岡町）

■　　－∴　＿＿・：＿

臣公演SH1：30～12：30

弦楽で拓く壮麗な宇宙
会場．センチュリー・

オーケストラハウス
（毒害駅／北大阪急行・

緑地公園）

東光院萩の寺

臣公演6打3：30～1430

秋色の萩の寺に愛でる
管弦の調べ
会場：東光院萩の寺
（最寄駅／阪急・曽根）

邑

公演祁15▲30～16‘30
金管の王様・チューバが
措く魅惑の世界
会場：センチュリー・

オーケストラハウス
（最寄駅／北大阪急行・

緑地公園）

監公演糸一榔1：30～12：〕0
おとぎの森の音楽会
会場：伝統芸能館
（養蚕駅／阪急・岡町）

【公演8312ニ75～13：15‾‾ふベーゼンドルファー・ピアノ

煙めく池畔の三重奏
会場一大阪大学会館‾‾（義春駅／阪急・石橋

大阪モノレール・柴粛）

公演A－飾4：30～15：30
おとぎの森の音楽会
会場：伝統芸能館
（最寄駅／阪急・同町）

公演那15：30～16：30
晩秋の待兼山に弦楽
カルテットで織る錦
会場：大阪大学会館
（轟音駅／阪急・石橋

大阪モノレール・柴原）

12月13日（土）

アクア文化ホール

公演柑封500～1700
飯森範親の「田園」と
清列なるチェロの響き
会場▲アクア文化ホール
（最寄駅／阪急・曽根）

センチュリー・オーケストラハウス 大阪大学会館
日本キリスト教団豊中教会
（初代会堂／大正期）

日本センチュリー交響楽団
」aPan⊂enturySymphonyOrChestra

～あなたの夢、音にのせて～

日本センチュリー交響
楽団（旧大阪センチュリ
ー交響楽団）は、1989年に

活動を開始し、初代常任
指揮者りリエル・セガル
（現名誉指揮者）の指揮に
より第1回定期演奏会を
行った。2011年4月に名　　　　　①sy∂mamOtO

称を日本センチュリー交響楽団に変更し、小泉和裕音楽監督、
沼尻竜典首席客演指揮者のもと新たなスタートを切った。2014

年4月から飯森範親が首席指揮者、アラン・ブリバエフが首席客
演指揮者として就任し、楽団は創立25周年を迎える。
大阪での定期演奏会をはじめ、近年ではさまざまな地域でも特

別演奏会を行っている。また、青少年のためのオーケストラ体感
コンサートの開催や、センチュリー・ユースオーケストラの運営
など教育プログラムにも力を入れている。
演奏を通して多くの人びとの心に明るい夢が広がることを願

い、新しい時代のオーケストラとして発展を目指している。

飯森範親（指揮）
NorH：hlkallmOrl（⊂ondu⊂tOr）

桐朋学園大学指揮科卒業。ベルリンと
ミュンヘンで研貧を積み、94年から東京
交響楽団の専属指揮者、モスクワ放送交
響楽団特別客演指揮者、ザ・カレッジオ
ペラハウス管弦楽団常任指揮者、広島交
響楽団正指揮者などを歴任。96年、東京
交響楽団のヨーロッパツアーでは「今
後、イイモリの名が世界で注目されるで
あろう」と絶賛された。03年、NHK交響
楽団定期演奏会にマーラーの交響曲第1
番でデビューを飾る。06年度芸術選奨

①YuklHaSu・mOtO　　文部科学大臣新人貰、06年度中島健蔵音
楽賞を受宣。海外ではフランクフルト放響、ケルン放響、チェコ・
フィル、プラハ響などに客演を重ねる。01年よりドイツづユル
テンベルク・フィルの音楽総監督（GMD）に就任し、ベ▼トーヴェ
ンの交響曲全集を録音。日本ツアーも成功に導いた。
現在、東京交響楽団正指揮者、いずみシンフォ二二ツタ大阪常
任指麺者、ヴユルテンベルク・フィルハーモニー管弦楽団首席客
演指揮者。07年から山形交響楽団の音楽監督に就任、次々と新機
軸を打ち出してオーケストラの活動発展と水準の向上に自覚し
い成果を挙げたことで、2010年のビジネスイノベーション・ア
ワード大業、2011年粛藤茂吉文化質を受賞。近年は音楽家として
の活動のみならず、こうしたアートマネジメント分野でもその才
能を発揮、日本経営士会名誉会員として活躍の場を広げている。
2014年4月より日本センチュリー交響楽団首席指揮者に就任。
オフィシャル・ホームページwwVVllmOr卜nOrにhlka．com

水野　由紀（チェロ）
Yuk】MIZUnO（⊂ello）

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学
園大学を経て、現在同大学研究科に
在籍。これまでに宮崎国際音楽祭を
始め数々のコンサートに出演。
2012年飯森範親指揮・山形交響楽
団と共演、好評を博す。13年11月、
前年のデビュー盤の好評を受けて
次作「アルペジオーネ・ソナタ」を
オクタヴィア・レコードよりリリー
ス。」Tアートホールアフイニスで　　PhotoSh】ngOAzumaya

のリリース記念リサイタルと併せて、各音楽誌・新聞に取
り上げられ高い評価を得るとともに、その将来に大きな期
待を寄せられた。また14年2月にはヤマハホールコンサー
トシリーズ「堤別スペシャル・コンサート～若きホープとと
もに～」において師匠である堤剛氏と共演、大きな話題と
なった。
これまでにチェロを堤剛氏、菊地知也氏に、室内楽を徳永

二男氏、藤井一興氏に師事。可憐な中にも凛とした輝きを放
つ、クラシック音楽界期待の若手チェリストである。
水野由糸己1002オフィシャルサイト
http・／／wvハ〃．1002COJP／yuklmizuno／

お問合せ：豊中市政策企画部都市活力創造室　TEL：06－6858－2863



Ⅷ往復はがきでお申込みください。10月17日（金）必着。応募多数の場合は抽選。
＜公演①～⑭について＞
⑩往復はがき1枚につき、2公演まで、人数は2人まで申し込あます。
（就学前児童はご遠慮ください。また、公演③－1と③－2は同じ内容です。）
（※公演⑯は保育あり（満1歳から小学3年生まで。1人200円）。10月17日（金）締吼抽選あり。）

＜公演A－1、A－2（おとぎの森の音楽会）について＞
⑪上記公演①～⑭とは別の往復はがきでお申し込みください。
⑪子どものための音楽会で、公演A－1とA－2は同じ内容です。
⑩往復はがき1枚につき、公演A－1かA－2のどちらか1公演のみ、人数は保護者を含めて
4人まで申し込めます。

遷往復はがきの記載事項
※公演①～⑭と、公演A－1・A－2は、それぞれ別の往復はがきでお申込みください。
往　信・希望の公演番号（※公演①～⑯は2公演まで。公演A－1・A－2はいずれか1公演のみ。）

・参加人数（※公演①～⑯は2人まで。公演A－1・A－2は4人まで。）
・代表者と同伴者全員の名前・年齢
・代表者の郵便番号・住所・電話番号
・公演⑭の保育希望の場合は、子どもの名前と年齢

返　信・返信宛名面に、代表者の郵便番号・住所・名前をご記載ください。
・返信裏面には、「参加票」等を印刷しますので、何も書かないでください。

彊申込み先
〒561－8501（住所不要）豊中市　都市活力創造室　豊中まちなかクラシック係
彊定員に満たない公演のみ、10月27日（月）から電話で受け付けます。（電話：06－6858－2863）

チャペルに極まる至高のベートーヴェン
11月8日（土）／13：30～14：30／日本福吉ルーテル豊中教会（定員60人）

松浦奈々（アシスタントコンサートミストレス／ヴァイオリン）
本吉優子（ヴァイオリン）
飯田　隆（ヴィオラ）
渡追弾楽（チェロ）

飯田　隆・本書優子・松浦奈々
渡連弾楽

ベートーヴェン　弦楽四重奏曲第3番
ベートーヴェン．弦楽四重奏曲第9番「ラズモフスキー第3番」

ベートーヴェンはバッハ、ブラームスと並んで「3大B」
と称ざれるほど、クラシック音楽においては欠かすことの
出来ない作曲家と言えるでしょう。交響曲やピアノソナタ
などが特に有名ですが、彼の残した実に16曲もの弦楽
四重奏曲は、ベートーヴェンらしさを一番身近に感じる

∴㌫圭㍉言・ミ工’工∴－　∴‥‥
空気感、4人の奏者の創り出す世界観を是非体感してく
ださい。　　　　　　　　　　（飯田／ヴィオラ）

昭和44年（1969年）にこの地に移
築された礼拝堂は、素朴な外観なが
ら、菱型の窓枠、矩形で構成された
正面上部の明がノ窓など、控えめな

諾謂甥謡警告標語姦尾奈福吉遥妄言甥讐会
（昭和32年（1957年）築）。

サン＝サーンスの香気かぐわしき木管の競演
11月8日（士）／15：30～16：30／日本キリスト教団豊中教会（定員150人）
葦菜　永江真由子（フルート）　　　　室

川人大地（オーボエ）
持丸秀一郎（首席クラリネット奏者）
樋上愛加（ピアノ）

川人大地・永江真由子・極上愛加・
持丸秀一郎

サン＝サーンス：デンマークとロシアの民謡による奇想曲
サン＝サーンス　フルートとピアノのためのロマンス
サン＝サーンス：オーボエ・ソナタ
サン＝サーンス　クラリネット・ソナタ

フランスを代表する作曲家サン＝サーンス。チェ
ロで演奏される「白鳥」はあまりに有名ですが、管楽
器の作品にも多くの傑作を残しています。86歳とい
う当時としてはとても長い生涯において、一貫して
美しいメロディとハーモニーの音楽を作り続け、そ
の功績からいくつもの国家勲章を授与されていま
す。また、教会のオルガニストを務めていた事もあ
り、教会の荘厳な響きは作品に大きな影響を与えて
います。今回は、フルート、オーボエ、クラリネット
とピアノで、各楽器のソロ曲とアンサンブルをお贈
りします。日本キリスト教団豊中教会の豊かな響き
の中でフランスのエスプリをお楽しみください。

（持丸／クラリネット）

墨筆薫喪茎葉・叡至璧
目。高い天井から心洗われる音楽　日本キリスト教団豊中教会
がふりそそぎます。　　　　　住所：末広町1－2－28
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ぎ秋色の萩の寺に愛でる管弦の調べ
11月22日（土）／13：30～14：30／東光院萩の寺（定員65人）

関　暗水（ヴァイオリン）
伏田依子（フルート）
佐藤ジュン（ファゴット）

L慮旦」ハイドン：4つのフルート三重奏曲「ロンドン・トリオ」第1番
エルガー：愛の挨拶
クープラン：二重奏曲　ほか

謂黎
私たちの所属する日本センチュリー交響楽団　　「二二品rW嘉一、岬
の本拠地は1991年から豊中市服部緑地にありま
す。東光院は、現在地への移転の遥か苦、今から遡
ること1300年近くも前に開創されたそうです。
その当時より「萩の寺」と呼ばれる東光院は、今も
境内随所に萩が植えられ、北大路魯山人命名の庭
園「萩霧園」には大切に守られてきた長い歴史が
感じられます。このように素晴らしい日本の伝統間隔水・伏田俵子・佐藤ジュン　に囲まれて、ハイドンやクープラン、エルガーな
ど西洋のクラシック音楽が東光院の本望でどの
ように融合するのか、私たちもとても楽しみで
す。ご来場をお待ちしております！

（伏田／フルート）

萩の名所として名高いこと
はもとより、正岡子規をはじめ
多くの俳人が訪れ、数多くの句
碑や奉納句を今に伝えます。ハーモニーの典雅な響きは、名木

池田智呼号セブンイレブン
●

懇曽根病院
で造作されたこの寺の本堂な東光院萩の寺
らではの醍醐味です0　　　住所：南桜壕1

∴金管の王様・チューバが描く魅惑の世界
7　11月22日（土）／15：30～16：30／センチュリー

，…1富　章毎近藤陽一（チューバ）　　鵬j」ウィリアムズ．チューバ協奏曲
橋本礼奈（ピアノ）

近藤陽一　　　　　橋本礼奈

フォーレ：月の光
プーランク：平和への祈リ
ペルゴレージ：シンフォニアヘ長調

壷．二ぷ二、；丁・
皆さんはチューバという楽器をどの位ご存知で
しょうか？オーケストラの楽器の中で、一番端に
陣取っているこの楽器は、最も歴史が浅く、モー
ツアルトやベートーヴェンの作品にチューバは登
場しません。音域も低いので、ソロを演奏する機会
は多くありません。しかし、今回はチューバ尽く
し。こういう機会に出合う事はあまり無いでしょ
う。今回のメインの作曲家、ジョン・ウィリアムズ
は、言わずと知れた映画「スター・ウォーズ」の作
曲家。それにちなんで、裏テーマとして「宇宙と戦
い」を掲げています。ぜひチューバの音色を思う存
分お楽しみください。　　（近藤／チューバ）

きら

オーケストラハウス（定員165人）

ほか

服部緑地の緑豊かな木立の一
角にたたずむオーケストラハウ
ス。平成元年（1989）に活動を開始

真書ぎ琵憲憲芸蓋買懲新宮池
の演奏会。日本センチュリー交響　センチュリー・オーケストラハウス
楽団を一層身近に感じていただ　住所：服部緑地1－7
けることでしょう。

ち　はんん“一㌦ベーゼンドルファー・ピアノ煙めく池畔の三重奏
筈11月23日（日）／12‥15～13‥15／大阪大学会館（定員350人）

を芸　間　鴨水（ヴァイオリン）　雄離針ハイドン：ピアノ三重奏曲第39番
高橋宏明（副首席チェロ奏者）
高瀬佳子（ピアノ）

関　暗水・高橋宏明　　　高瀬佳子

メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番

く÷：如拙；、、
ハイドンの時代のピアノは、チェンバロか
ら、強弱をつけることができる現在のピア／へ
の改良の途中にあるものでした。形式を重んじ
た古典派のハイドンが亡くなった1809年に生ま
れたのがメンデルスゾーンです。メンデルスゾー
ンは、甘美で流れるような旋律が心地よい曲
を多く残したロマン派の代表的な作曲家です。
ハイドンの時代からメンデルスゾーンの時代
へ。音楽様式も大きく変わり、作曲家の要求で
楽器も進歩していく時代の二つの作品を、大阪
大学会館の素晴らしい1920年製ベーゼンドルフ
ァー・ピアノと弦楽のアンサンブルで奏でたい
と思います。　　　　　（関／ヴァイオリン）

中キャンパスの現　り’石橋阪大下大阪大学豊中キャンパスの現
存する建築物では最も古く、昭
和3年（1928年）に旧制浪速高等　　　　大阪大学
－　　　　　　　　…＝・…一二、、二ごごモコ

空だ誓；琵琶墓監宗警雷宣妄富美阪大学会館
られた国の登録有形文化財。　住所：待兼山町1－13

…　■演奏者、曲目、時間等は変更になることがあります。
ご案内を：曇蓋慧翳箕還琵冨群書誓し、公演⑧と⑨は45分前、公演⑯は1時間前開場0
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