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ブラームス/交響曲第4番 ホ短調
2015年 12月 27日 (日 )

午後 1時間場 2時開演
11+15分 よリロピーコンサートをりHlllいたします

頂急 長岡天神駈 卜車 従歩 8分
Jは 長岡京駅よリバスア分、「用田 J

また|よ 1文化センター前 1下車すぐ

指揮 木下 麻由加

京都府長岡京記念文化会館

二  ::i:::京者「芸術センター制r卜支援[事業
,尋 Fit,,

後援 :長岡京市、長岡教市教育委員会

楽譜協力:トヨタミュージックライブラリー

前売券:800円 (当 日券:900円)全 自由席
【チケット1文 り扱い】

京都府長岡京記念文化会館、 JEUGIヽ (■条木店3F、 PヽEヽ弦楽器)

京都芸術センター (窓 口販売のみ 1●002●00)

※ホームベージでの予約も可能です。い|lpl/′WWW kyolopい lo com′

【お問い |.・わせ】 070る 5064032
�cke10kyotophlo com

お車でのご来場はご遠慮 ください。
・乳幼児等就学前のお子様のご同伴、ご入場は固くお断 りいた します。

係員の指示に従つていただけない場合はご退場いただくことがあります。
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京都フイロムジカ管弦楽副辺鐵奥彙急 今回は、誰もが聴いたことがある音楽でありながら、しかしそんな音楽が全く新し

く聞こえてくな そのような不需議耐本譲かできるに違いありません。

最初に演奏されるのはリスト作由の『ハンガリー狂詩曲第 2番』。リストの故郷・ハンガリー
ー を素材にしま 荒々し

く激しい作品で■ この情熱的な旋律は誰もがきつと耳にしたことがあるものです力ヽ 全出を通して聴く機会|ま意外とりない

のではないでしょうから今回1よ この回 しに富んに鶴度の高い音楽をじつくりと聞く貴重な機会となりま飢 原曲はビアノ曲

て これをミュラージ0しクハウヌか編由したオーケストラ版で演羮し識

2曲目はウォルトン作曲の レヽエ組曲『買い乙女たち』。この曲|コ電いられている旋律はすハて「熱 バッハが作由し

たものし ′ヽッ′0有名な旋律をウォルトンが選んで再欄或吹 オーケストレイションを施して組由にしまυL近 代イギ

リスの鬼才・ウォルトン|よ 独創的な交響曲などで熱狂師奮愛好者を獲得している作曲家 扇情的な旋律ときらびやかな響

きが魅力で魂 しかしこの『賢い乙女たち』|よ 端正型 ッヽハの旋律魯吏つている日すに真摯中 となつており、ウ

ォルトンの攻撃的なイメージとはまた異なる魅力を持つていま魂 それでも効果的なオーケストレイションはやはリウォルト

ンの天才的な筆が冴えわたつていま魂 慣れ親 |ノリヨ ッヽハの音楽を 目の覚めるような輝かしい響き C螂くことができな

類のない傑作で魂 また、魅力みふれるヴァイオリニスト・馬渕清香氏力憤奏する長大なソロも楽しみで魂

最後こ演奏されるのま名曲中の名広 フラームスの交響噛第 4乱 後期ロマン派を代表する大作由家・フラームスですヽ

彼の交響曲は古典に範をとつた厳格な作風が魅力で魂 とりわ臥 鶉 曲である第4番は 終楽筆に古めかしい音

楽の形式ヨ吏うなど、彼の古興への造詣の深さが存分に発揮された作品で魂 古興の中の古典・バッハの音楽を聴いた後で聴

くフラームス4番Iよ ロマン派的な情熱と同時に古典的厳格さ∪感じさせ&罰 滞蜃感興が得られるに違いありませスぉ

指国

―

・木下麻由加FMフィロムジカ初登場で動 ヽ知られさる作品に果敢に取り組む姿勢はフィロムジカと同

凍 、息の合つた演奏が期待されま魂 慣れ親И だ旋律から全く新しい感動傘 稀有な演薬会になるに違いありませムぉ

指揮 木下 麻由力0(きのした まゆか)

2010年れ
「

メ●り撻昴峙皓[人寄表院妻餃■亀 スカンジナビア・ニッボン・ササカワ財回はり助或を受け、凛」.2】 4年デンマークT'音楽

アカデミ■指揮枷参了.指揮を帝コ好ス 翻 思 J・ フツ′‐ス N・ スーカッチ(チェルニー」ンフィル音楽諭自、P・ ラーセンヽ ピアノを本下

千代 伴葵法をN グース 音楽理論をG・ ラーセレヽ 作由法をA・ プロスゴード各氏にピロ勇 また、芦口颯 牧村邦馘 丼村誠貴各氏の下でオ

ペラの面惨を積観

―

より
^ペ

ラ団本『
^ヽ

ラ事神刺 を立ち上哄 スペラやヽン●レとグレーTlり、C蛭かを畢

2)2年・2)13年ウクライ
…

スタークラス剪 。修了― にてチェルニーJフフィ,レ ―ヽモニー交響楽団を指揮レ ロシア音楽奨

励賞を受賞.聰 えペラ団本『オペラ夢神戸』指揮ま よろつ部認腱動毬覇よそ0し複数のオンフストラ及び′ペラ団本にて指揮及びトレーナー、

アシスタントを務める

管弦楽 京都フィロムジカ管弦楽団

1∝Ю年8臨 知名師 知ヽ卜に光●当て初 晰 な逮由を身上としており、日本初演・関西初演も多く手がする.遠く

'鮨
道や力

"1か

らも聴衆が

痣回サつけでまど、その姿剛師 に注目されている まな 笞べしい熟気を前固出 tン認 し0法案に定秤がある 年2回つ走競慶葵会が蒻ヽ 依

頼を国けての演奏会も精力的にこな魂 特口の動本を持υれ 珍ヽい つンマチュアオコンストラζ 団
-0出

蒙山議 々であり、関東や東海など

遠万日主の参加者もいる。学生オ´アストラの噸 0ソ、や大因こなつてから楽需

―

ど楽需歴uフマこ柔螢る著鬱こちが集って音楽を作

り上げている 団名の ウ イロムジカJIよ「課 を愛す動 という

一

撼

～私たちと一緒に演奏しませんか?ま引 まお 疑軽に見学にお越しくださしヽ  団員―同、お待らしておりま魂 ～

私たち京都フィロムジカ管弦楽団|ま 第4Э 回定崎義 ゛Ю16年度冬)で プラームスが作由しシェーンベルクが編血した大件

『ピアノ四里美由第 1番・管弦楽編出国 の演実を予定t/~いま魂 ―緒に演葵したいという皆さんのご劾 0をお待らしていまエ

04パ ート ヴァイオリン・ ヴィオラ・チェロ (弦饗唾器憲遷馨 ! !)

オーボエ・ クラリネット・ トランペット・ トロンボーン/打楽器 礎条件について回 調

〔参加資格〕練習に出席できること。年齢制限はありませる■学生の参加も歓迎します.

〔練習日:ヨ 毎週日曜日 (午後4時～午後5時)  春と秋に練習合宿 (大津市内)

〔il●習場PID京者陰術センター、河原町丸太町・壽申□周辺など京都市内各〕驚のほゑ 大津市など。

疇ま瓢■〕 活動費 :30)Э 円,月 合宿賣 :1 00ЭЭ円程隻 演奏会参加費 120,03Э～3QOЭЭ円 (学生は半働

入団・見学に関す6お問い合わせ先 E―mal:Юγu■01o′obphlo com

VVebサイト (htp● vw、wにotopい lo∞ml)では、過去の演奏曲も紹介しておりま視 ヨ F一度ご覧ください。

くお知らせ>京都フィロムジカ管弦楽団 第39固定期演奏会 :2016年 6月 26日 (日)/会場 :八幡市文化センター


