第9回神戸国際フルートコンクール 優勝記念演奏会

Kobe International Flute Competition

Yu Yuan Flute Recital

2018.

7/ 13

(FRI)

日 時 ... 2 018 年7月13日（金） 19：0 0開演（18：3 0開場）
会 場 ... 神戸文化ホール 中ホール
出 演 ... ユ・ユアン（ f l . ）

鈴木 華重子（ p f . ）

神戸市室内管弦 楽団：西尾恵子（ v n . ）、横 井和美（ v a .）、伝田正 則（ vc. ）

Program

プロコフィエフ：フルート・ソナタ 作品94

ウェーバー： 三重奏 ト短調 作品63

Prokoﬁev: Sonata Op. 94

Weber: Trio in G minor, Op. 63

アンデルセン：バラードと風の精の踊り 作品5

ボルヌ：カルメン幻想曲

Andersen: Ballade et Danse des Sylphes Op. 5

Borne: Fantaisie Brillante sur Carmen

モーツァルト：フルート四重奏曲 ニ長調 K. 285
Mozart: Flute Quartet in D major, K. 285

料金 / 全席指定（消費税込み）

※都合により演奏曲目が変更することもあります。あらかじめご了承ください。

一般 ... 前売り2,500円（当日3,000円）
U25 ... 1,500円（ 公演日に25歳以下の方が対象。）※小学1年生からご入場できます。

主催

神戸国際フルートコンクール運営委員会、神戸市、
（公財）神戸市民文化振興財団

後援

(公社)日本演奏連盟、(一社)日本フルート協会

チケット販売

2018年4月7日
（土）

協 賛 （株）ヤマハミュージックジャパン、
（株）村松フルート製作所

ユース・シ ート
託 児 サービス

Yu Yuan Flute Recital

ユ・ユアンさんは神戸国際フルートコンクール史上最年少優勝者です。現在パリを拠
点に勉強を続けていますが、すでに国際的な演奏活動を展開しています。若く才能あふ
れる音楽家が神戸から世界に羽ばたいていったことは、コンクールのみならず神戸の財
産として長く語り継がれる事と思います。そのユアンさんが神戸に帰ってきます。わず
か 1 年ですがどれほどの成長を聴かせてくれるのか、想像しただけで胸がわくわくしま
す。神戸と世界の架け橋であるフルーティストの演奏を、ぜひお楽しみに！
神田寛明（NHK 交響楽団首席奏者・桐朋学園大学教授）

【神戸国際フルートコンクール】
1985 年より4 年ごとに神戸で開催され、
ミュ
ンヘン、ジュネーブと並ぶ世界 3 大フルート
コンクールの一つと称される「神戸国際フ
ルートコンクール」。歴代入賞者の多くが、ベ
ルリン・フィルをはじめとする世界屈指の
オーケストラの奏者として、また名門音楽大
学の教授として活躍しており、神戸だけでなく
日本が世界に誇る国際音楽コンクールです。

ユ・ユアン YU Yuan
2001年、中国生まれ。
これまでに、2015
年プラハの春音楽コンクール（チェコ）で
特別賞を受賞するなど、数々のコンクール
で高い評価を受けている。2017年には
15歳の若さで第7回クラクフ国際フルー
トコンクール（ポーランド）で優勝。その2
か月後、神戸国際フルートコンクールにお
いて史上最年少で第1位を受賞する。イ
ンターナショナル・クラシック・ミュージッ
ク・アワード
（ICMA）
から、12〜18歳の優
れた若い音楽家に贈られる2018年「ディ
スカバリー・アワード」を受賞するなど、
い
ま最も注目を集めるフルート界の新星。

鈴木 華重子

（ピアノ）
Kaeko Suzuki

西尾 恵子

（ヴァイオリン）
Keiko Nishio

ユース・シート
（席数限定）

子育て世代だって良質の音楽を
ゆっくり楽しみたい！
ホール内にある託児室で、保育の知識を持つ
経験豊富な専門スタッフがお子様をお預かりするので、
安心して鑑賞していただけます。

この 感 動が い つか 役 に 立つ。
神戸の 未 来をつくる子どもたちをご 招 待。

神戸市に在住または在学する
小学生から高校生
※お席は選べません。
※小・中学生は保護者（成人引率者）
1名の同伴が必要となります。

申込期間

2018年4月7日（土）〜 6月20日（水）

申込方法

神戸市民文化振興財団ウェブサイト、
または下記【お問い合わせ】
まで。

神戸大学付属病院
湊川駅

湊川公園駅

市営地下鉄

市立中央図書館

神戸文化ホール

神戸電鉄

楠六交差点

伝田 正則

（チェロ）
Masanori Denda

託 児 サービス

夢に向かって
がんばる姿は、かっこいい！

対象

横井 和美

（ヴィオラ）
Kazumi Yokoi

N

お預かり対象

乳児を除く未就学児

時間

開場から公演終了後20分まで

場所

神戸文化ホール中ホール内 託児室

利用料金

無料（要予約）

申込期間

2018年4月7日（土）〜 6月29日（金）

申込方法

神戸市民文化振興財団ウェブサイト、
または下記【お問い合わせ】
まで。

アクセス

大倉山駅

神戸文化ホール 中ホール

神戸市中央区楠町4丁目2-2

TEL：078-351-3535

神戸市営地下鉄「大倉山」駅下車すぐ
JR「神戸」駅・神戸高速鉄道「高速神戸」駅下車約10分

大倉山交差点

中央体育館

Kobe Bunka Hall

大倉山駐車場入口

Ｐ

（中央体育館地下）

神戸地裁

お問い合わせ

公益財団法人神戸市民文化振興財団
TEL：078-351-3597（平日10：00〜17：00）
www.kobe-bunka.jp

湊川神社
国道 28 号線
新開地駅

神戸高速鉄道

線
JR 神戸

チケット購入の際のご注意

高速神戸駅

チケット取り扱い

バス
ターミナル

駅
神戸
ド駅
ーラン
バ
ハー

神戸文化ホールプレイガイド
TEL：078-351-3349（10：00〜18：00）

国道２号線

ハーバーランド
モザイク

CNプレイガイド TEL：0570-08-9999
チケットぴあ （Ｐコード：112-744） TEL：0570-02-9999

※1「神戸文化ホール友の会」優待割引は神戸文化ホールプレイガイドでお申込みいただけます。 ※2 お買い上げいただいたチケットのキャンセル・変更はできません。
※3 公演中止の場合を除いて、
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。 ※4 車いすでご来場の方は、神戸文化ホールプレイガイドに事前にお知らせください。
※5 U25チケットは公演日に25歳以下の方が対象となります。入場時に年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。 ※6 ご入場いただけるのは小学1年生からですが、
未就学のお子様をお連れの方は託児サービス
（要予約）
をご利用いただけます。 ※7 やむをえず、出演者・曲目などに変更がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

