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ホルン・リサイタル
〜ピアニスト青島広志を迎えて〜

東京都交響楽団ホルン奏者として活躍中の岸上穣さんに、
司会者・イラストレーター・少女漫画研究家などマルチに活躍中の
青島広志さんを迎えて、
楽しいお話と共にお送りします！

新旧の名器で綴るホルンの軌跡
L.v. ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 8 番「悲愴」より第 3 楽章（ホルン編曲版／青島広志：編曲）
W.A. モーツァルト：ロンド K.371

≪ナチュラル・ホルン使用≫

C. ウェーバー：歌劇
「魔弾の射手」
より“序奏”と“狩人の合唱”
M. ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
青島広志：つの笛吹きの子守歌、つの笛吹きの休日（委嘱作品）

11.23

月・祝 14:00 開演［13:30 開場］
2020.
釜石市民ホール TETTO ホール A

全席自由 一般 2,000 円 高校生以下 1,000 円

当日各 200 円増

【割引】
友の会…会員証提示で 2 枚まで割引／シルバー…65 歳以上証明書提示で一般チケット 1 枚割引
まとめ買い…10 枚以上同時購入で割引 割引率は全て 2 割 各割引チケットは TETTO のみ取り扱い
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、
客席数を 50% に制限して開催します
［設定座席数：420 席］
※未就学児入場不可／親子鑑賞室有
（要申込）

お問合せ・チケット予約

〒026-0024 岩手県釜石市大町 1-1-9

釜石市民ホール TETTO［指定管理者 釜石まちづくり株式会社］

TEL0193-22-2266

主催／釜石市民ホール

Web https://tetto-kamaishi.jp
共催／釜石市

後援／釜石新聞社

mail info@tetto-kamaishi.jp
協力／（株）サウンド・ベース

岸上穣ホルン・リサイタル〜ピアニスト青島広志を迎えて〜

2020.11.23 釜石市民ホール TETTO

■ 出演者プロフィール
岸上 穣（きしがみ じょう）/ ホルン
東京都交響楽団ホルン奏者。
4 歳よりヤマハ音楽教室にてピアノと作曲を、12 歳よりホルンを始め、京都市立音楽
高校 ( 現 : 京都市立京都堀川音楽高校 ) を経て、東京藝術大学を安宅賞ならびにア
カンサス音楽賞を受賞し卒業。フランクフルト音楽舞台芸術大学を首席で卒業。京都
芸術祭毎日新聞社賞受賞。第 23 回日本管打楽器コンクールホルン部門第 1 位。第
80 回日本音楽コンクール第 2 位。デトモルト州立歌劇場研修生、ヴィースバーデン・
ヘッセン州立歌劇場契約団員を経て、2009 年東京都交響楽団に入団。
2020 年春ドイツのレーベル社 Organum よりアルバム <DE PROFUNDIS デュ・プ
ロフンディス - 深き淵より > をリリース。

青島 広志（あおしま ひろし）/ お話・ピアノ
東京藝術大学及び同大学院を首席で修了。手塚治虫原作「火の鳥」のほか 7 作のオペ
ラや「マザー・グースの歌」などの合唱曲、「イソップ動物記」
「モチモチの木」などの
管弦楽曲に至るまで、広い範囲の作品を残している。その独特のキャラクターから、
作曲家としてのみならず、ピアニスト・司会者・イラストレーター・少女漫画研究家
など、マルチタレントとしても人気を博し、近年は日本テレビ「世界一受けたい授業」、
テレビ朝日「題名のない音楽会」などに頻繁に出演し大きな話題となる。
現在、東京藝術大学講師、洗足学園音楽大学客員教授、日本現代音楽協会、日本作曲
家協議会、東京室内歌劇場会員。

11.23 月・祝 14:00 開演

2020.

［13:30 開場］ 釜石市民ホール

全席自由 一般 2,000 円 高校生以下 1,000 円

TETTO ホール A

当日各 200 円増

※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、客席数を 50% に制限して開催します
［設定座席数：420 席］／未就学児入場不可／親子鑑賞室有（要申込）

割
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友の会…会員証提示で 2 枚まで 2 割引／シルバー…65 歳以上証明書提示で一般チケット 1 枚 2 割引／まとめ買い…10 枚以上同時購入で 2 割引
各割引チケットは TETTO のみ取り扱い
釜石｜釜石市民ホール※1、東山堂釜石事業センター、イオンスーパーセンター釜石店 大槌｜シーサイドタウンマスト 遠野｜とぴあ
大船渡｜サン・リア、リアスホール 盛岡｜岩手県民会館、カワトク 北上｜さくらホール Web｜カンフェティ※2 https://www.confetti-web.com/
※1 電話・メール予約当日精算可

※2 Web ページから予約、
セブン - イレブンでチケット受取可

■ 親子鑑賞室について

■ 釜石大町駐車場サービス券案内

客席での鑑賞が難しいお子様連れの方に、3 階多目的鑑賞室のご利用ができます。
［定員］約 4 〜 5 名（概ね 2 家族まで / 先着順）

『本公演チケット』と『市営大町駐車場駐車券』を、
公演当日 TETTO 総合案内へ提示すると、

ご利用を希望される方はホールまでお問合せください。

大町駐車場 1 時間サービス券 2 枚（200 円相当）を

※客席後方 3 階から見下ろす形になります。予めご了承ください。

進呈いたします。ぜひご利用ください。

■ 終演後公共交通機関時刻案内（R2.9.1 現在）

■ アクセス
●列車の場合
JR 釜石線釜石駅または三陸鉄道リアス線釜石駅で下車し徒歩 10 分

●列車（釜石駅）
三陸鉄道リアス線：久慈行 16:21 発／盛行 18:18 発
JR 釜石線：盛岡行 17:47 発
●路線バス（釜石中央・市民ホール前）
岩手県交通：上平田 NT 西口行 17:03 発／上大畑行 16:56 発／浪板行 16:43 発
気象・交通状況により時刻が前後する場合があります。
詳しい時刻および運行状況は各運行会社にお問合せください。

●バスの場合
岩手県交通バス停「市民ホール前」または「釜石中央」で下車
●車の場合
［宮古方面］三陸沿岸道路釜石両石 IC から約 10 分
［遠野・大船渡方面］三陸沿岸道路釜石中央 IC から約 10 分
釜石大町駐車場（30 分まで無料 /1 時間まで 100 円 /1 時間毎に 100 円増、24 時間最
大 800 円）または周辺の有料駐車場をご利用ください。
釜石駅

↑至遠野

■ お問合せ・チケット予約

釜石市民ホール TETTO［指定管理者：釜石まちづくり株式会社］
〒026-0024 岩手県釜石市大町 1-1-9

TEL0193-22-2266

県道４号

【電話予約】上記電話番号（0193-22-2266）へお電話ください。
を「TETTO 主催公演チケットについて」を選択後、必要事項をご記入の上、ご送信くだ
さい。

至大船渡↓

【メール予約】Web ページ右上メニュー「お問い合わせ」フォームから問い合わせ区分

甲子川

mail info@tetto-kamaishi.jp

国道２８３号

Web https://tetto-kamaishi.jp
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