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レクずムホール (香川県県民ホー

“

大ホール
チ ケ ット[全席指定 ]※瀬戸フィル会員様は2枚まで2割引きです。未就学児の入場はご遠慮ください。

S席 4,000円 A席 3,500円 学生 (高校生以下)1,500円

―▲
般 :2022年 10月24日 [月 ]※指定店頭プレイガイドは店舗の営業日開店時間から販売

瀬 戸 フィル 会 員 :2022年 10月20日 [木]瀬戸フィル事務局にて10:00～ 受付開始

CNプレイガイド

TEL:0570-08… 9999(オ ペレーター対応 )

Vヽeb:https://wwwocnplayguideocOn1/setophi1/

店頭 :ファミリーマート店内マノンチコピー機

セブンーチケットI Web:http:〃 7ticket.jP/店 頭:セ ブンーイレブン店頭マノンチコピー機

[高松]県庁生協/レクザムホーノン(香川県県民ホーノン)/高松市役所生協/
楽器堂オーパスイオンモーノン高松店 [丸亀]ミ ヨシヤ楽器店 [高瀬]シャープ&フラット
[観音寺]ミュージックセンターオオサカヤ

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策は香川県及び

関係団体からのガイドラインに沿って実施します。
※公開リハーサルは今回ございません。
※出演者への花東0プレゼントは受け付けておりません。
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チケット

発 売 日

チケット
販売所

アイル・パートナーズ(株 )

石井事務機 (株 )

今治造船 (株 )

(株 )香川銀行

香川証券 (株 )

鎌長製衡 (株 )

興亜産業 (株 )

(福 )香東園

四国石油 (株 )

小豆島ヘルシーランド(株 )

せいけんじこども園

大協建工 (株 )

帝國製薬 (株 )

西村ジョイ(株 )

ヒビキミュージック

(株 )富士クリーン

三宅産業 (株 )

リアル・ピット(株 )

朝日スチールエ業 (株 )

(株 )石 垣

大川自動車 (株 )

香川県信用組合

鎌田商事 (株 )

観音寺信用金庫

香西内科医院

後藤設備工業 (株 )

|'m Garden(有 )四国造園

(株 )菅組

セーラー広告 (株 )

高松信用金庫

徳武産業 (株 )

(株)ハマダフードシステム

(株 )百十四銀行

(株 )マキタ

(株)ム レコミュニケーションズ

(株 )アムロン

石丸製麺 (株 )

大倉工業 (株 )

香川県民共済生活協同組合

鎌田醤油 (株 )

協和化学工業 (株 )

(株 )合田工務店

中尾食品グループ

四国物産 (株 )

(福)すみれ福社会

(株 )総合開発

谷口建設興業 (株 )

西野金陵 (株 )

(株)ヒカリ

(株)フ ードテック

(公財)松平公益会

勇心酒造 (株 )

瀬戸フィノンハーモニー交響楽団ホームページからもご購入いただけます。http:〃wwwosetoph■ or.jp

主催 :公益社団法人瀬戸フィノンハーモニー交響楽団  共催 :高松市

助成 :芸術文化振興基金助成事業、高松市文化芸術活動助成事業、公益財団法人南海育英会

(公財)置県百年記念香川県文化芸術振興財団

後援 :香川県、朝日新聞高松総局、FM香川、NHK高 松放送局、OHK岡 山放送、KSB瀬戸内海放送

産経新聞社、山陽新聞社、RSK山 陽放送、四国新聞社、TSCテレビせとうち、RNC西 日本放送

毎日新聞高松支局、読売新聞高松総局

問い合わせ:公益社団法人 瀬戸フィルハーモニー交響楽団 〒760-0019高松市サンポート2-1サンポートホーノン高松気付
TEL 087-822-5540 FAX 087… 822-5590 E― mail infO@setOphil.Oroip http:〃 wwwosetOphil.Or.ip

公式SNSで、最新情報をお届けします》Faceb00k:@setOphi1/Twitter:@seto_phi1/1nstagram:setO_phil 一 オフィシャルスポンサー募集中 [1口 /5万 円～]

回:」1回
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瀬戸ンルハーモニー交響楽団 第38回定期演奏会

KicikO R4itsuhashi

東京藝術大学及び同大学院を修了。ウィーン国立

音楽大学とキジアーナ音楽院に留学。小澤征爾、

小林研一郎、ジェルメッティ、アッツェル、シュナイト、

湯 浅勇治、松尾葉子、高 階正光の各氏 に師事。

2006年 トスカーナ管弦楽団とのツアーを指揮 して

ヨーロッパデビュー。2008年 第 10回 アントニオ・

ペドロッティ国際指揮者コンクールにて優勝。併せて聴衆賞、ペ ドロッティ協会

賞を受賞 し、最年少優勝で初の3冠 に輝いた。2010年 第9回アルトゥーロ・トス

カニーニ国際指揮者コンクールにて女性初の受賞者として準優勝。併せて聴衆

賞も獲得。これまでに札幌交響楽団、読売日本交響楽団、東京フィルハーモニー

交響楽団、東京交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、大阪フィルハーモ

ニー交響楽団、京都市交響楽団等と共演 している。2009年 Newsweek Japan

誌にて「世界が尊敬する日本人100人 」に選出。2013年 第 12回 齋藤秀雄メモリ

アル基金
・
賞を受賞。2016年 より神奈川県立音楽堂にて「三ツ橋敬子の夏休み

オーケストラ !」 を実施 し、子供たちに多彩な音楽体験を届ける企画内容が好評

を得ている。2021年 4月 、コロナ禍においてNHK交響楽団デビューを飾 り、その

堅実な解釈力と手腕に対 し各方面より称賛を得た。瀬戸フィルとの共演 は、

2022年 2月 第36回定期演奏会に引続き4回 目となる。

指 揮

三ツ橋 敬子

瀬戸フィノンハーモニー交響楽団

YO§ hic Ue独 ○

香川県高松市出身。東京芸術大学附属音楽高校を

経て、東京芸術大学を首席で卒業。同大学院修士

課程修了。2007年 香川県出身者初の《日本音楽コ

ンクール》第1位 を受賞。併せて岩谷賞 (聴衆賞)、

加藤賞、吉田賞、巨・ナカミチ賞。2004年 《東京音楽

コンクール》第1位、《日本木管コンクール》第1位、

コスモス賞 (聴衆賞 )、 兵庫県知事賞、朝日新聞社賞。香川文化芸術新人賞、よん

でん芸術文化奨励賞、アカンサス音楽賞など多数受賞。ソリストとして読売日本

交響楽団、東京都交響楽団、東京フィル、新日本フィル、東京交響楽団、神奈川

フィル、関西フィル、セントラル愛知交響楽団、京都市交響楽団、瀬戸フィル、チェコ

フィル室内管弦楽団、ベルリン・フィルメンバーによる『アマルコルド・カルテット・

ベルリン』等と共演。その他、ドイツ、オーストリア、フランス、ロシア、アメリカ、韓国、

中国、台湾より招かれ演奏している。2005年 と2016年には皇居内にて御前演奏の

栄に浴す。これまでに、オクタヴィア・レコード等より計 12枚 のCDを リリースし、

『レコード芸術誌』特選盤、朝日新聞特選盤等に選ばれる。2016年よリワシントンと

パリに拠点を移し、アメリカ及びヨーロッパ各国で活動。2018年 国際的な文化活

動に貢献するアーティストとして『S&Rワシントン賞』を受賞し、ワシントンDiC.で

のソロリサイタルやNYカ ーネギーホールなど、アメリカ各都市でも演奏を重ねる。

帰国後も、国内外での精力的な演奏活動を続けている。

オフィシャルウェブサイト httpsi//wwwiyoshieuenoicom/

フノンート

上野 由恵
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定期演奏会をはじめ自治体、企業などへの出張演奏や県内外の文化団体との共演

など多彩な演奏活動を展開している。特に、小・中学校を訪問しての音楽教室で音

楽の楽しさを体感できる企画を盛り込み、音楽人口の拡大に取り組んでいる。
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NPO法人として2001(平成13)年 11月 に設立。2009(平成21)年 4月 一般社団法人。

2010(平成22)年 1月 公益社団法人に移行。2014(平成26)年 11月 香川県文化芸術

選奨受賞。2016(平成28)年 6月 (公社)日 本オーケストラ連盟に準会員として加

盟。団員約60人。

正会員 [年 /1万円]

撥総会で議決権を有 します。

鬱定期演奏会 に年 1回招待 します。

議演奏料を優待価格で利用できます。

や定期演奏会のチケットを2枚まで2割 引で購入できます。

警メイトコンサー トのチケットを割引価格で購入できます (何枚でも可 )。

機演奏会のチケットを優先予約できます。

鰺団員によるクリニックに優先 して参加できます。

や年2回 情報誌「瀬戸フィルコンサー トガイド」を届 けます。

攀リハーサル見学会やメンバーとの懇親会 に参加できます。

メイト会員 [年/2千円]

り定期演奏会のチケットを2枚まで2割 引で購入できます。

やメイトコンサー トのチケットを割引価格で購入できます (何枚でも可 )。

鰺演奏会のチケットを優先予約できます。

中団員によるクリニックに優先 して参加できます。

畿年2回 情報誌「瀬戸フィルコンサー トガイド」を届 けます。

◎リハーサル見学会やメンバーとの懇親会に参加できます。
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