名古屋市文化振興事業団劇場パートナー公演
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名古屋昭和交響楽団

［午前の部］開演１
１：３０（開場１１：００）

お問い合わせ

ご自宅でコンサート会場の
熱気を共有できます。

https://youtu.be/
bEf3zzG2cXQ ➡

※やむをえず、中止・変更等が発生する場合がございます。最新の情報は名古屋昭和交響楽団ホームページまたはお電話でお問い合わせください。

［午後の部］開演１5：0０
（開場１4：００）

「０さいからの
「家族みんなの
オーケストラコンサート」 オーケストラコンサート」
！
泣いても寝てもOK
赤ちゃんと楽しめる!
♪
ト
ー
ンサ
場できるコ
0歳の子どもから入

昭和文化小劇場 ℡ 052-751-6056
名古屋昭和交響楽団
〈mail〉showa.symphony@gmail.com
〈 HP 〉https://showa-symphony.com ➡

日

入場無料（全席自由）
★各ステージごとにチケットが必要です

“家族みんなで
け、
小学生から大人向
コンサート♪
トラ
ケス
楽しめる”オー

チケットの予約など
詳細はチラシ中面をチェック！

名古屋市文化振興事業団劇場パートナー公演

8.21

日

［午前の部］開演１
１：３０（開場１１：００）

0 さい〜

「０さいからのオーケストラコンサート」

桐朋学園大学音楽学部指揮科卒業。
ロームミュージックファンデーションの
奨学金を得て、ウィーン国立音楽大学
に留学。2008 年〜2009 年東京シ
ティ・フィルハーモニック管弦楽団の
指揮研究員、2009 年〜2012 年神
奈川フィルハーモニー管弦楽団副指
揮者を務める。これまで指揮を秋山和
慶、小澤征爾、黒岩英臣、上杉隆治、
高階正光、湯浅勇治、E. アチェルの
各氏に師事。2011 年第 5 回ヴィトル
ド・ルトスワフスキ国際指揮者コンクー
ル第 2 位、2016 年第 1 回ニーノ・
ロータ国際指揮コンクール第 1 位、同
時にオーケストラ賞を受賞。2020 年
第 26 回エネルギア音楽賞受賞。桐朋
学園大学在学中に大フィルを指揮して
デビュー。これまでに都響、新日本フィ
ル、東フィル、日フィル、東京シティ・
フィル、神奈川フィル、札響、仙台フィル、山響、群響、名フィル、京響、大フィル、日本センチュ
リー、広響、九響等に客演し、海外ではポーランドのクラクフ国立室内管やジェシュフ・フィルハー
モニー管弦楽団、イタリアのマグナ・グレシア・オーケストラ等への客演が好評を博す。

7月16 日●㊏ ９：００～

■チケット発行：

※予定枚数に到達次第発行終了します
※窓口等での発行は行いません。

1

下の URL、または QRコードから｢teket｣にアクセス

https://teket.jp/1090/12975

※パソコン、スマートフォンのみ対応しております。

2

客演コンサートマスター

平光 真彌
愛知県立芸術大学音楽学部卒業。
2005 年、同大学大学院音楽研究科
修了。中村桃子賞受賞。ヴァイオリン
を青山泰宏、大久保ナオミ、福本泰
之、Ewald Danel、岡山芳子の各
氏に師事。指揮を紙谷一衛氏に師
事。第 11 回日本クラシック音楽コン
クール第 3 位。第 1 回宗次ホール弦
楽四重奏コンクール第 1 位。併せて、
聴衆賞、オーナー賞も獲得。2007 年
2010 年及び 2012 年、小淵沢室内
楽セミナーにて最優秀カルテットとして
「緑の風 音楽賞」受賞。2012 年
には講師特別賞も同時受賞。在学
中、2000 年～岐阜管弦楽団コンサー
トマスター、2004 年～2021 年愛知
室内オーケストラコンサートマスター、
2022 年 4月～中部フィルハーモニー
交響楽団常任客演コンサートマスター
を務める他、神戸室内合奏団などの客演コンサートマスターを務める。愛知県立芸術大学非常勤
講師。平成 29 年度愛知県芸術文化選奨新人賞受賞。

ラム
プログ

●アンパンマンメドレー（三木たかし、馬飼野康二）
●となりのトトロより
「さんぽ」
（久石譲）
●映画「E.T.」より
「E.T.のテーマ」
（J. ウィリアムズ）...他
※未就学の子どもが楽しめるコンサートです。
※0歳からご入場いただけます。
※小さなお子さまもご入場されるため、公演中多少のざわめき等が予想されます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

※小学生以上を対象とした、みんなで楽しめるコンサートです。

※「teket」への無料会員登録・ログインが必要です

｢緊急連絡先登録｣ を押し、緊急連絡先を登録する

6

｢確定する｣ を押す

7

登録したメールアドレスにチケットが送付されます

★会場への入場方法
購入後に送信されるメールにチケットが添付されています。

スマートフォンの画面、または印刷したチケットをご持参の上、
会場受付にてご提示ください。

川原通7

〜

広路
小学校

山崎川

●組曲「仮面舞踏会」
（ハチャトゥリアン）
●海の見える街（久石譲）
●映画「E.T.」より
「E.T.のテーマ」
（J. ウィリアムズ）
●映画「ジュラシックパーク」
（J. ウィリアムズ）...他

ログイン・会員登録をして ｢購入｣ を押す

5

小学生

小学生から大人向け、
“家族みんなで楽しめる”オーケストラコンサートです。
管弦楽

名古屋昭和交響楽団

名古屋市昭和区を活動拠点にオーケストラの魅力や音楽の楽しさを伝えるため2019 年 4月に発
足。2019 年〜2020 年には名古屋市文化振興事業団の「ぶんしんパートナーシップ」団体として
採択を受け、昭和文化小劇場の支援を受けながら地域に愛されるオーケストラとして約 70 名の団
員で活動しています。新型コロナウイルス禍においても感染予防につとめながら活動を続け、2021
年 2月に第２回定期演奏会を開催。これまでの活動が認められ、2021 年 4月より昭和文化小劇
場の劇場パートナーとして活動しています。

※支払は発生しません

｢枚数｣ を指定し、 ｢次へ｣ を押す

4

「家族みんなのオーケストラコンサート」
ラム
プログ

｢チケットを購入する｣ を押す

3

赤ちゃんと楽しめる！泣いても寝てもOK！
アンパンマンなど0歳の子どもから入場できるコンサート♪

［午後の部］開演１5：0０
（開場１4：００）

★各ステージごとに
チケットが必要です
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2
舞線

川名駅

名古屋市
昭和文化小劇場
ホール
エレベーター口

山王通

会場案内
●地下鉄鶴舞線
「川名」
下車、2 番出口より北へ徒歩 2 分
●市バス
「昭和文化小劇場」
下車すぐ
（栄18 号系統、昭和巡回系統）
●駐車台数：25 台 料金
（1日1回）
は、普通自動車 300 円
※数に限りがありますので、公共交通機関等でのご来場にご協力ください。

●公演中も含め館内ではマスクを着用いただき、咳エチケットにご協力ください。●熱のある方
（37.5℃以上）
、体調のすぐれない
ご来場の
皆さまへの
お願い

方は来場を控えてください。●入場時の検温にご協力ください。体温の高い方には入場をお断りいたします。●入場時の手指のア
ルコール消毒にご協力ください。●入場時やお手洗いなど整列の際は、
１ｍ以上の間隔を空けてお並びください。●お客様同士の
近接した距離での会話、出演者への掛け声などはお控えください。●氏名・連絡先の記入にご協力ください。保健所等関係機関から
の要請があった場合には、お客様の情報を開示することがあります。
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