アトリオン音楽ホール

This concert is presented by AKITA Prefectural Government.

6月 の 秋 田 県 主 催 事 業

室内合奏の世界最高峰によるアトリオン初公演
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Program

アトリオン音楽ホール

ライネッケ：オーボエ、ホルン、ピアノの

ための三重奏曲 イ短調 Op.188

シュポア：大五重奏曲

ハ短調 Op.52

（Fl., Cl., Hrn., Bsn., Pf.)

べートーヴェン：モーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」の

『お手をどうぞ』による変奏曲 ハ長調 WoO 28

（Fl., Cl., Bsn.)

ミヨー：ルネ王の暖炉
プーランク：六重奏曲

6.28（日）
ⓒ wildundleise.deGeorgThum2014

Flute

Op.205（木管五重奏）

FP100

※プログラムは都合により予告なく変更になる場合があります。予めご了承下さい。

15：00開演（14：30開場／17：00終演予定）
全席 一般前売／ 6,000円
指定
一般前売ペア／ 11,000円
学
生／ 2,000円

（当日6,500円） ●前売りにてチケットが完売
（当日扱い無し）

4／2㈭
チケット
発売

（席数・エリア限定）

した場合、当日券の販売は
ありません。
●未就学児のご入場は出来ま
せん。
※学生券の対象は25歳までの
学生で、ご入場の際は学生
証の提示が必要です。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、チケットご購入の全ての方にご連絡先をお伺いしております。
ご提供頂いたご連絡先は、本目的以外には使用せず、公演終了後２週間程度で破棄致します。
お客様には多大なご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます。

主催：秋田県、AKT秋田テレビ

当日のリハーサルを限定公開致します
世界最高峰アンサンブルの音楽創りを、是非この機会に!!

とき

6.28 ㈰ 13：00頃～14：00予定

ところ

アトリオン音楽ホール

チケット購入済の
当日先着

200名様

※ご入場の際、受付で本公演のチケットをご提示ください。
※座席はP列～ X列のエリア内で自由席となります。
なお、リハーサル終了後は、客席内準備のため、開場時間
までホール外へご退出頂きます。
※録音、録画、撮影は固くお断り致します。また、リハー
サルの妨げにならないようご配慮をお願いします。

超一流のソリストとして、また名門オーケストラのトッププレーヤーとして、世界の音楽ファンが認める名手６名に
よる木管アンサンブル “レ・ヴァン・フランセ”。この６月、いよいよ秋田・アトリオン音楽ホールへ初登場します。
個々の超人的なテクニックから紡ぎ出される色彩感豊かな極上のアンサンブルは管楽器ファンならずとも必聴です。
レ・ヴァン・フランセ＝フランスの風を、初夏のアトリオンで存分にご堪能下さい。

レ・ヴァン・フランセ

Les Vents Français

エマニュエル・パユ（フルート）

フランソワ・ルルー（オーボエ）

人気と実力の双方を兼ね備えたフルート界のスター。
1970年ジュネーヴ生まれ。ブリュネル、グラーフ、
デボスト、マリオン、ラルデ、アルトー、ニコレに
学ぶ。89年神戸、92年ジュネーヴの両国際コンクール
で優勝。93年ベルリン・フィルに23歳の若さで首席
奏者として入団。以来ソリストとしても世界各地で
活躍し、EMI専属アーティストとしてコンスタントに
CDを発売。深い音楽性と、自然で色彩感豊かな音色
が絶賛を博している。

繊細で優美な音色と信じ難いテクニックで、オーボエ
界のスターとして活躍。1991年にミュンヘン国際音楽
コンクールで優勝し、一躍国際的注目を集める。その
他トゥーロン国際コンクールでも第１位を受賞。18歳
でパリ・オペラ座管の第１オーボエ奏者となり、21歳で
バイエルン放響の首席オーボエ奏者に抜擢され、現在
はソリストとして世界各地で活躍。ムローヴァ・アン
サンブルのメンバー、パリ・バスティーユ八重奏団の
創立メンバーとしても活躍。

Emmanuel Pahud, Flute

ⓒ Denis Felix

François Leleux, Oboe

ⓒ UweArens ／ Sony Classical

ポール・メイエ（クラリネット）

ラドヴァン・ヴラトコヴィチ（ホルン）

名実共に世界のトップに立つクラリネット奏者。1965
年アルザス生まれ。13歳でソリストとしてデビュー。
19歳でカーネギーホールにデビュー。85年にトゥー
ロン国際コンクール優勝。以来世界有数のソロ・クラ
リネット奏者として全世界で活躍。完璧な技術と品の
ある豊かな音色を持つ天才奏者としてベリオ、ペンデ
レツキ他数多くの作曲家達から曲を捧げられ、初演も
多い。近年では指揮者としても活躍。デンオン、
ドイツ・
グラモフォン、BMGファンハウス他多数のレーベル
より数多くのCDが発売されている。

現代最高のホルン奏者のひとり。1962年ザグレブ生
まれ。82年弱冠20歳でベルリン・ドイツ響の首席奏者
に就任。83年難関ミュンヘン国際ARDコンクールで
ホルン部門14年ぶりの第１位を獲得。84年ザルツブルク
音楽祭にデビュー。以来、世界中でソリスト・室内楽
奏者として活躍。98年よりザルツブルク・モーツァル
テウム、2000年よりマドリードのクイーン・ソフィア
音楽大学にてホルンの教授を務めている。ロンドンの
Paxman Model 20Mを使用。

ジルベール・オダン（バソン）

エリック・ル・サージュ（ピアノ）

フランス式バソンの第一人者。1956年生まれ。73年
パリ高等音楽院に入学し、バソンをモーリス・アラール
に、室内楽をクリスティアン・ラルデに学ぶ。同音楽院
にてバソンと室内楽で一等賞を得る。74年ジュネーヴ
国際コンクール第２位（１位なし）
、75年ミュンヘン
国際ARD音楽コンクール第３位を受賞した後、80年ジュ
ネーヴ国際コンクール、82年トゥーロン国際コンクール
の両コンクールで第１位を受賞。現在、パリ・オペラ
座管首席奏者。フランス国立パリ高等音楽院教授。

1964年南仏エクサン・プロヴァンス生まれ。パリ高等
音楽院を経て、ロンドンでマリア・クーシオに師事。
85年ポルト国際コンクール第１位、89年ロベルト・
シューマン国際コンクール第１位及びリーズ国際コン
クール第３位。ソリスト、室内楽奏者として活躍。
BMGファンハウス他よりCDが発売されている。
メイエ、
パユとサロン・ド・プロヴァンス音楽祭を主宰。古典
から現代まで作品の核心に触れる深い解釈とフレンチ・
ピアニズムを継承する演奏で高い評価を受けている。

ć Horn
Radovan Vlatkovic,

Paul Meyer, Clarinet

ⓒ Shin Yamagishi

Gilbert Audin, Basson

ⓒ Satoshi Aoyagi

Eric Le Sage, Piano

ⓒ Jean-BaptisteMillot

ポール・メイエが中心となり、国際的に活躍する10年来の友人達と、フランスのエスプリを受け継ぐ木管アンサンブルとして結成。演奏される機会の少ない
名曲の紹介、最高の奏者で最高の演奏を心がけており、合奏でも個人の輝きを見せるというフランスの伝統を重んじている。小さな編成から大きなアンサン
ブルまでレパートリーによってメンバーや編成も変わる。
メンバーが参加し制作されたプーランクの室内楽全集のCDは1999年のプーランク・イヤーに発売されると同時に絶賛を浴び、日本では第37回音楽之友社
「レコード・アカデミー大賞」を受賞。以来RCA Red Sealよりトリオやミヨーのエクスの謝肉祭（「スカラムーシュ～ミヨー：独奏楽器と管弦楽のための
作品集」）のCDが発売され話題を呼んでいる。CD「フランスの風～ザ・ベスト・クインテット」（ユニバーサル ミュージック）は第50回レコード・アカ
デミー賞大賞銀賞を受賞。また「管楽器とピアノ～レ・ヴァン・フランセの真髄」
（2014年）
、
「ベートーヴェン：管楽器とピアノのための作品集」
（2016年）
、
「コンチェルタンテ！」
（2018年４月）がワーナー・クラシックスから発売されている。2002年３月、アンサンブルとして初来日。NHKテレビでもその演奏会
の模様が流れ、予想をはるかに超えるあまりに完璧な演奏は聴衆に衝撃を与えた。今回もベスト・メンバーで来日。

プレイガイド
4／2木
チケット発売

◆ローソンチケット Ｌコード：22316
［電話申込］0570-000-407(オペレーター対応／10：00～18:00)
［PC・携帯］http://l-tike.com/
［店頭購入］ローソン・ミニストップ設置端末：Loppi(ロッピー)

電話予約できます

アトリオン音楽ホール

検 索

仲小路

秋田西武

アトリオン
南駐車場

ぽぽろーど
フォンテ
AKITA

中央通り

アルヴェ
秋田拠点センター

秋田市中通2-3 - 8  アトリオンビル4F

［HP］http://www.kosei-buil.co.jp/atorion/

ビューホテル

秋 田 駅

※新型コロナウイルス感染症等の状況によりサービスを見合わせる可能性がございます。

ホテル
メトロポリタン秋田

ゆうちょ
銀行

生後５ヶ月～小学３年生のお子さまをお預かりします。お申し込みは公演10日前までどうぞ。

☎018(874)8171
☎0187(62)1001
☎0184(23)3511
☎0182(35)2340
☎0183(73)1121

広小路

入口

〇ネットオークションなどによるチケットの転売は、トラブルの原因となりますのでお断りいたします。

ご来場予定の
お客様へ

お堀

アトリオン

〇曲目、出演者等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

アトリオン音楽ホール

千秋公園

☎ 018-836-7803

〇お買い求めいただきましたチケットのキャンセル、変更はできません。
次のことを
〇演奏中は入退場できません。
あらかじめご承知の上、 〇未就学児のご入場はできません。小学１年生以上のお客様は入場券が必要です。また、ご入場には１人１枚チケットが必要です。
チケットをお求め下さい。〇場内での写真撮影・録音・録画・携帯電話の使用は固くお断りいたします。

託児サービス（無料）

さきがけニュースカフェ
タカヤナギ  イーストモール
ミュージックショップ サ サ ヤ
イオンスーパーセンター横手南店
お び き ゅ う

東口

※会員登録が必要です（無料）。
※お一人様１公演につき５枚まで
ご予約できます。

秋田アトリオン事業部

秋田市
大仙市
由利本荘市
横手市
湯沢市

西口

年中無休 9：00～17：30
※ただし全館休館日、年末年始を除く

チケット
受付電話
お問合せ

caoca広場(トピコ) ☎018(889)3580
カワイ楽器秋田ショップ ☎018(834)2137
ヤマハミュージックリテイリング秋田店 ☎018(835)5091
県消生協(県庁売店) ☎018(860)3570
細 川 レ コ ー ド 店 ☎018(845)0020

至手形

アトリオン主催
コンサートチケットは

秋田市
秋田市
秋田市
秋田市
秋田市

● アトリオンに無料駐車場はございませんので、
最寄りの有料駐車場をご利用ください。
● 当日はアトリオン南駐車場のサービス券・100円
分（後日利用可）を進呈いたします。
※ 広小路、
仲小路、
中央通りは終日一方通行です。
（

印）

≪新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策について≫
当館では主催公演開催にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間様々な対策を実施して参ります。つきましては、ご来場のお客様にはこまめな
手洗いと消毒や歓声の自粛などへのご協力をお願い致します。
今後の情勢を踏まえ、都度対応を検討して参ります。詳しくは当館ホームページ（http://www.kosei-buil.co.jp/atorion）をご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症
対策について（アトリオン音楽ホール）

