あなたに贈るコンサート
神戸市室内管弦楽団
Kobe City Chamber Orchestra

神戸市混声合唱団 合同公演
Kobe City Philharmonic Chorus

Program
１部 ♪ グリーンスリーヴス幻想曲
♪ ロンドンデリー・エア

作曲：R. ヴォーン = ウィリアムズ
アイルランド民謡

♪ ｢ガイーヌ｣より 剣の舞

作曲：A. I. ハチャトゥリアン

♪ ｢白鳥の湖｣より 情景

作曲：P. I. チャイコフスキー

♪ ダニー・ボーイ ≪皆さんで歌いましょう≫

アイルランド民謡

♪ オラヴァ

作曲：W. キラール

作曲：E. フンパーディンク

２部 ♪ 音楽劇「ヘンゼルとグレーテル」編曲：金澤 恭典
ヘンゼル : 谷口 文敏
グレーテル : 杉浦 希未
お父さん : 嶋本 晃
お母さん : 野上 貴子
魔

女 : 鹿岡 晃紀

眠りの精 : 三木 秀信
露 の 精 : 三河 紀子
語

り : 福嶋 勲

2020年

6月14日㈰

14: 00開演（13 :30開場）

西区文化センター なでしこホール
【企画】
神戸市室内管弦楽団

井上 隆平・幸田 聡子

神戸市混声合唱団

端山 梨奈・福嶋 勲

入場料（全席自由）
前売

2,000円（当日 2,500円）
U25（25歳以下）1,000円

※やむを得ず、
出演者・プログラムを変更する場合があります。
※U25チケットの事前販売は神戸文化ホールプレイガイドのみです。購入時に年齢確認ができる証明書の提示が必要です。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※前売券の販売状況に応じて当日券を販売しない場合があります。
※4月1日より
「西区民センター」
は
「西区文化センター」
に名称を変更します。

【入場券発売所】 好評発売中
■神戸文化ホールプレイガイド ……………………………………………… TEL.078‑351‑3349
■西区文化センター …………………………………………………………… TEL.078‑991‑8321
■ローソンチケット ………………………………………… TEL.0570‑000‑407 Lコード：52405
■チケットぴあ………………………………………………… TEL.0570‑02‑9999 Pコード：177‑081

主催／
（公財）神戸市民文化振興財団・神戸市
【お問い合わせ】
（公財）
神戸市民文化振興財団 TEL.078-361-7241 httpｓ://www.kobe-ensou.jp/

― 出 演

者 ―
ヴァイオリン

神戸市室内管弦楽団

西尾 恵子

森岡 聡

井上 隆平

ヴァイオリン

萩原 合歓

黒江 郁子

幸田 聡子

ヴィオラ

前川 友紀

亀井 宏子

中島 悦子

谷口 朋子

中山 裕子

チェロ

横井 和美

伝田 正則

田中 次郎

山本 彩子

ソプラノ

二橋 洋子

コントラバス

オーボエ

長谷川 順子

岡山 理絵

アルト

神戸市混声合唱団

岩本 実奈子

端山 梨奈

杉浦 希未

三河 紀子

田中 由衣

テノール

井澤 章典

鹿岡 晃紀

バ

谷口 文敏

総毛 創

神戸市室内管弦楽団

野上 貴子

三木 秀信

Kobe City Chamber Orchestra

実力派の弦楽器奏者たち
を集め、1981年に神戸市
により設立。バロックから
近現代までの幅広い演奏

嶋本 晃

長谷川 明莉

林 真衣
ピアノ

ス

西尾 岳史

福嶋 勲

松永 玲子

神戸市混声合唱団・神戸市室内管弦楽団
両団共通 公式Facebook
https://www.facebook.com/kobeensou/
神戸市混声合唱団公式Twitter

https://twitter.com/kobekonsei

レパートリーのほか、埋も
れた興味深い作品にも意
欲的に取り組み質の高い
アンサンブル活動を展開。
2000年にゲルハルト・ボッ
セを音楽監督に迎えて飛躍的な発展を遂げ、2011年にはドイツ公演も行う
など、国際的にも注目を集める。2013年度に日本のアンサンブル界を牽引

たいへんお得なU25チケット
いずれの公演も25歳以下（未就学児は不可）のお客様は
1,000円で鑑賞できます！
※購入時に年齢確認ができる証明書の提示が必要。
※U25チケットの事前販売は神戸文化ホールプレイガイドのみ。

した岡山潔が音楽監督に就任。ボッセ前音楽監督の高い理念を引き継ぎ、
合奏団から室内管弦楽団への移行をはじめとする当団の更なる発展に尽
力した。2018年4月より
「神戸市室内管弦楽団」
と改名し、新たな活動を展開
している。

神戸市混声合唱団

リピーター特典

5回来場すると500円の割引チケットを2枚プレゼント♪
※当団が指定する公演の半券
（5枚）
が必要。
※引換は専用台紙に半券を貼り、公演会場受付または神戸文化ホールプレイガイドで。
※専用台紙は公演会場で配布。
（電子チケット・招待券は対象外）

Kobe City Philharmonic Chorus

1989年に神戸市により設
立された日本を代表する
プロフェッショナル 合 唱

会場
付近地図

ダイエー

団。神戸を拠点に活動。童
謡・唱歌、日本歌曲、外国
イトマン

歌曲、オペラ、シャンソン
まで豊富なレパートリー
をもち、市民に身近な合
唱団として親しまれ「音楽
のまち神戸」推進に大きな役割を果たしている。
2010年には合唱の国ラトヴィア
（リガ市）からの招聘により、世界的に有名

西区文化センター

な室内合唱団「アヴェ・ソル」
とジョイントコンサートを行い、姉妹合唱団協
定を締結。2017年10月に松原千振が音楽監督に就任。
澄みきった密度の高い合唱は、美しい神戸ハーモニーとして高い評価を得
ている。

【電車】 市営地下鉄・市バス・神姫バス：
「西神中央駅」下車、徒歩約3分

