KATSUYA MATSUBARA & FUMIYA KOIDO

松原勝也

Duo Recital

釜石で幾度となく復興支援演奏をして頂いている松原勝也さんと釜石出身小井土文哉さんの初共演
円熟のテクニックと若き才能が織りなすハーモニーをお楽しみください
PROGRAM

J.S. バッハ
松原勝也

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ
第２番 ニ短調 BWV.1004 より「シャコンヌ」
釜石の人々へ 無伴奏ヴァイオリンのための

フォーレ
ピアソラ
ブロッホ
ベートーヴェン

子守唄 Op.16
アディオス・ノニーノ
バール・シエムより第 2 曲「ニーグン」
ヴァイオリンソナタ第 5 番 Op.24「春」

※曲目は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

小井土ソロ

＆

12 の練習曲集 Op.25 より第１番「エオリアンハープ」
ピアノソナタ第 13 番 Op.120

松原ソロ

松原＆小井土
デュオ

／ TETTO 地域アーティストコンサート vol.2 ／

デュオ・リサイタル

円熟のテクニックと
若き才能の共演

小井土文哉

ショパン
シューベルト
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2022
チケット
全席指定

8.11

13:30 開場
14:00 開演

木・祝 （16:00 終演予定）

一般 2,500 円／高校生以下 1,000 円 当日各 500 円増

※未就学児入場不可／多目的鑑賞室有（要申込）
※前売券が完売の場合、当日券の販売はありません。

■割引チケット 各 20% 引／各割引チケットは TETTO のみ取扱い
・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 枚まで割引
・まとめ買い ：10 枚以上同時購入で割引
■予約・問合せ 釜石市民ホール TETTO［指定管理者：釜石まちづくり株式会社］
TEL 0193-22-2266 MAIL daihyo@tetto-kamaishi.jp

KAMAISHI CIVIC HALL

ホール A

釜石市民ホール TETTO
新型コロナウイルス感染状況によって客席数を制限する場合があります

■プレイガイド
【釜石】釜石市民ホール（電話での予約取り置き可）、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
下記の申込専用フォームからもお申し込みいただけます

申込専用フォーム https://forms.gle/6WaWGx2jrNmwbCEF8

○申込可能期間 8 月 9 日（火）17:00 まで
○座席はホールにお任せとなります
〇チケット代金のお支払いは、釜石市民ホール総合案内にて
現金でお願いいたします。
（当日精算可）

【主催】釜石市民ホール 【共催】釜石市 【後援】釜石市教育委員会、岩手日報社

KATSUYA MATSUBARA & FUMIYA KOIDO

Duo Recital

／ TETTO 地域アーティストコンサート vol.2 ／

松原勝也＆小井土文哉デュオ
・
リサイタル
〜円熟のテクニックと若き才能の共演〜
2022 年 8 月 11 日（木・祝）
13:30 開場 14:00 開演（16:00 終演予定）

釜石市民ホール TETTO ホール A

新型コロナウイルス感染状況によって客席数を制限する場合があります

全席指定

一般：2,500 円 高校生以下：1,000 円 当日各 500 円増
※未就学児入場不可／多目的鑑賞室有（要申込）

PROFILE

松原 勝也

小井土 文哉

Katsuya Matsubara, violin

東京藝術大学在学中に安宅賞受
賞。新日本フィル・コンサートマ
スターなどを歴任。
無伴奏リサイタルシリーズ、ベー
トーヴェン弦楽四重奏曲全曲演
奏、ロンドン・ウィグモア・ホー
ルでのリサイタル、響ホールフェス
ティバルのプロデュースなどの多
彩な演奏活動に加え、編曲にも
取り組み、J.S. バッハ : ゴルトベ
ルク変奏曲、プレリュードとフー
ガの弦楽五重奏版がライブ・ノー
ツレーベルから CD 発売されてい
る。また、ブラームス : 弦楽六重
奏曲第 2 番の管弦楽版が 2018
年に初演された。
第 17 回中島健蔵音楽賞、第 55 回文化庁芸術祭新人賞受賞。静岡 AOI
レジデ ンス・クヮル テット、クァル テット・アー ニマメンバ ー、長 崎
OMURA 室内合奏団アーティスティック・アドヴァイザー、東京藝術大学
教授。

Fumiya Koido, piano

岩手県釜石市出身。
盛岡第一高等学校を経て、桐朋
学園大学音楽学部ピアノ専攻に特
待生として入学、同大学を首席で
卒業。
2017 年、第 21 回浜松国際ピア
ノアカデミーコンクール第１位。
第２回コインブラ・ワールドピアノ
ミーティング ( ポルトガル ) 第１位。
2018 年、第 87 回日本音楽コン
クール第１位。2019 年、第 15
回ヘイスティングス国際ピアノ協
奏曲コンクール (イギリス) 第１位。
これまでに英ロイヤル・フィルハー
モニー管弦楽団、読売日本交響
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楽団、東京フィルハーモニー交
響楽団、東京交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、仙台フィ
ルハーモニー管弦楽団等と共演。2016、2017 年度公益財団法人青山財
団奨学生。第 37 回霧島国際音楽祭賞受賞。2019 年度ロームミュージッ
クファンデーション奨学生。シャネル・ピグマリオン・デイズ 2019 アーティ
スト。2022 年 5 月には、英ロイヤル・フィルのソリストとして英国ツアーを行う。
現在、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコース、イモラ音楽院に在学中。
ボリス・ペトルシャンスキー、須田眞美子の両氏に師事。

ご来場される皆様へ【感染症対策へのご協力お願い】
●ご来場時、および公演中はマスクの着用をお願いします。 ●自宅出発前に検温と体調チェックを行い、発熱がある場合や体調がすぐれない場合は、来場をお控えください。
●施設入口に設置しているアルコール消毒液で、手指の消毒をお願いします。 ●入場前の検温にご協力お願いします。 ●こまめな手洗いと咳エチケットの励行をお願いします。
●会場内では、開場中・休憩中含めて、可能な限り会話をお控えいただくようお願いします。 ●体調が悪くなった場合は、ご遠慮なくホールスタッフにお申し出ください。
●連絡先（お名前・連絡先電話番号・住所）のご提供にご協力をいただき、万が一感染者が出た場合は保健所等関係機関と共有させていただく事にご了承願います。

親子鑑賞室について（要申込）
客席での鑑賞が難しいお子様連れの方に、多目的鑑賞室のご利用ができます。
［定員］約 4 〜 5 名。ご利用を希望される方はホールまでお申込みください。
※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。
釜石大町駐車場サービス券案内
「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、
釜石大町駐車場 1 時間サービス券２枚（200 円相当）を
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（R4.5.1 現在）
●列車（釜石駅）
JR 釜石線 盛岡行 17:44
三陸鉄道 リアス線 宮古行 18:04 発 / 盛行 18:18 発
●路線バス（釜石中央・市民ホール前）
岩手県交通 上平田 NT 西口行き 17:03 発／上大畑行き 16:56 発／浪板行き 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。

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
●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
[ 宮古方面 ] 三陸道釜石両石 IC から約 10 分
●車の場合
[ 遠野・大船渡方面 ] 三陸道釜石中央 IC から約 10 分
●駐車場
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。

