午後の特等席
Afternoon Special Concert

Vol.

1

中嶋 彰子
パイジェッロ：いとしい人が来るとき
Paisiello: Il mio ben quando verrà

ヘ ン デ ル：オンブラ・マイ・フ
Händel: Ombra mai fú

シ ュ ー マ ン：アラベスク op.18
《女の愛と生涯》op.42
Schumann: Arabesque op.18 / Frauen Liebe und Leben op.42

ドヴォルザーク：ジプシーの歌 op.55
《ルサルカ》より 月に寄せる唄”
Dvořák: Cigánské melodie Op. 55 / Měsíčku na nebi hlubokém aus oper Rusalka

ブ ラ ー ム ス：間奏曲 op.119-3
ラプソディー op.119-4
Brahms: Intermezzo op.119-3 / Rhapsodie 119-4

R.シュトラウス：
《薔薇の騎士》より
元帥夫人のモノローグ
R.Strauss: “da geht er hin...” aus Der Rosenkavalier

「おとなのための童謡曲集」
（岩河智子編作）
より
中山 晋平：雨降りお月さん
黄金虫／ゴンドラの唄
本居 長世：汽車ポッポ

中嶋彰子［ソプラノ］ 村上明美［ピアノ］
2019

4/19

［金］
14 :00

13:30
開 場

一般 ￥4,000／ペア券 ￥7,000／学生 ￥2,000
◆ いずみホールフレンズ会員 ￥3,000
いずみホールフレンズ優先発売 ２０１８年１１月３０日
（金）／一般発売 ２０１８年１２月７日
（金）

チケットのお問い合わせ・お申し込みは

チケットセンター

http: // www.izumihall. jp

いずみホール・スタッフ・ブログ http://ameblo.jp/izumihall/
公式 twitter
http://twitter.com/Izumi̲Hall

主催：

［一般財団法人 住友生命福祉文化財団］

© Shirley Suarez

いずみホール
オンライン チケットサービス
www. izumihall.jp/ ticket/
2 4 時 間・座 席 指 定 で 予 約・購 入 できます

（イープラス）

AM10：00〜PM5：30

日曜・祝日 休業

pia.jp/t 0570-02-9999 Pコード : 134‑514
0570-000-407 http://l-tike.com/ Lコード : 56090
http://eplus.jp/

いずみホールで味わう午後の贅沢
平日午 後にゆったりと音 楽を楽しみたい ──。
近年多くのお客様から寄せられているご要望にお応えして新シリーズ《午後の特等席》が誕生しました。
初回はウィーンを拠点に活躍するソプラノ歌手、中嶋彰子が登場します。
プログラムは、
「イタリア古典歌曲」にはじまり、歌曲集、オペラ・アリアを経て、日本歌曲で締めくくられます。
親しみのあるシンプルなうた、こころの奥へ分け入る優しげな作品。
ほとばし

ある時は迸る想いを吐露し、一方で儚く過ぎる時を憂う…。
いまや円熟の域にある中嶋が、すべての作品に通底する『愛』の様々な容貌を歌います。
プログラムのもう一つの軸は、シューマン・ブラームス・ドヴォルザーク。
相互に関連を持つ彼らの個性際立つ作品の聴き比べも一興です。
平日の午後に音楽にひたる贅沢なひとときを。ご来場をお待ちいたしております。

村上明美（ピアノ）

中嶋彰子（ソプラノ）

Akiko Nakajima,

soprano

© Shirley Suarez

Akemi Murakami,

piano

1990年全豪オペラ・コンクール優勝。1992年ナポリのサン・カルロ歌劇

兵庫県出身。京都市立芸術大学、
フライブルク音楽大学、
ミュンヘン音楽

場で欧州デビュー。1999年よりウィーン・フォルクスオーパーの専属歌手。

演劇大学にて学ぶ。英国オールドバラ音楽祭、
シューベルティアーデ音楽

同年ＮＨＫ交響楽団との共演で日本デビュー。近年は脚本、演出、企画
プロデュースも手掛け、2016年には、プロデュース&出演の『夢幻能: 月
に憑かれたピエロ』がスイスのシオン音楽祭で高い評価を得る。
第14回「出光音楽賞」受賞。モーツァルトハウス・ウィーン、アーティス
ティック・アドバイザー。群馬オペラアカデミー「農楽塾（のうらじゅく）」総
監 督。ぐんま観 光 特 使。2017年9月よりウィーン私 立 音 楽 芸 術 大 学
（MUK）舞台芸術学部声楽・オペラ科独唱専攻の教授に就任。

祭、ハイデルベルクの春音楽祭、パッサウ音楽週間音楽祭等に出演。
ARDミュンヘン国際音楽コンクール声楽部門公式ピアニスト。アンゲリカ・
キルヒシュラーガー、
トーマス・バウワー、ベンヤミン・アップル、ユリアン・
プレガルディエン等と歌曲共演し、多くの国際的歌手から信頼を集める。
日本国内では2018年『サントリー１万人の第九』
にゲスト出演。
２０１７年よりミュンヘン宮 殿にて開 催される歌 曲 演 奏 会シリーズ
『LIEDERLEBEN』の芸術監督を務める今日最も注目すべき歌曲・室内
楽ピアニストである。

Ｎ

松田理奈［ヴァイオリン］＆
清水和音［ピアノ］

Afternoon Special Concert

2019

曲目調整中
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［木］14 :00
©Shigeto Imura

［一般財団法人 住友生命福祉文化財団］
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株式会社NTTデータ
綜合警備保障株式会社
中西金属工業株式会社

オフィシャル・スポンサー（五十音順・敬称省略） 住友生命保険相互会社

大阪西運送株式会社
大日本印刷株式会社
パナソニック株式会社

崎

至尼

駅
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スパ BP駅
ジネ （O
ビ
大阪

東
JR

読売テレビ
ツインタワー
IMP

至

Ｐ 駐車場完備
（有料）
□

●公演内容については一部変更される場合がございますので、
ご了承ください。 ●お席は全席指定です。 ●チケットの料金には消費税が含まれています。
●未就学児童のご入場はご遠慮ください。 ●学生券はいずみホールチケットセンター窓口でのみお取扱いしております。
（限定数）

いずみホールへの
サポートに感謝いたします。

屋橋

橋
心斎

〒５４０-０００１ 大阪市中央区城見１-４-７０

京橋

西線

至淀

いずみホールフレンズ優先発売
２０１9年7月26日
（金）
一般発売 ２０１9年8月2日
（金）
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京橋
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JR大阪城公園駅より徒歩約5分
地下鉄OBP 駅より徒歩約10分
京阪京橋駅より徒歩約15分

株式会社きんでん
株式会社竹中工務店
株式会社ベルシステム２４

ＪＲ環状線
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地下

地下鉄長堀鶴見緑地線

午後の特等席
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