
ゆめたろうプラザ （武豊町民会館） 輝きホール
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15:00開演 （14:30 開場）日
途中休憩あり　全席指定

ゆめたろうプラザ　TEL 0569 （74） 1211

チケットぴあ  [Ｐコード 225-576]　※ 前売一般のみ

URL  http://t.pia.jp/
※セブンイレブンまたはマルチコピー機が設置されたファミリーマートでお買い求めいただけます
※ 発売開始時間 … ゆめたろうプラザ   9:00 / チケットぴあ  10:00

第１次発売日 （ゆめプラメイト限定） 2022.１０.１5 （土）

第２次発売日 （一般 ・ チケットぴあ） 2022.１０.22 （土）

※電話申込は各発売日の翌日から＜代金引換郵便の申込みは 3/5（日） まで＞

取
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い
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日

【前売】 一般 4,500 円　ゆめプラメイト 4,000 円　学生 1,000 円

【当日】 一般 ・ ゆめプラメイト 5,000 円　学生 1,500 円　★前売りにて完売の場合、 当日券はございません
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※未就学児入場不可

※チケットは１回の購入につき、 お一人様２枚まで

※ゆめプラメイトチケットは１会員２枚まで
　 ・ セットチケットも含む　 ・ ヤングメイトは本人分 1 枚のみ　 ・ メイトチケット購入時は、 会員証の提示をお願いします

※車椅子席をご利用の方はチケット購入時にご予約ください
　 ・ 数量、 販売期間に限りがあるため、 ご案内できない場合がございます

※学生チケットでご入場の中学生以上のお客様は、 入場時年齢のわかるものをご提示ください

※入場前の検温と手洗い ・ 消毒、 入場者のマスク着用など感染症対策にご協力をお願いします

※37.5 度以上の熱のある方、 体調不良の方は入場をご遠慮ください

※主催者による記録用の写真撮影を行います。 写真は、 主催者の発行する印刷物やＨＰ上に掲載する場合があります
　 また、 メディア取材が入る場合があります。 あらかじめご了承ください

座席は１００％設定
（６６６席）

※都合により演奏曲目が変更になる場合があります

Program
モーツァルト
４手のためのソナタ
　　　　ニ長調 K.381
ラヴェル
ラ・ヴァルス　　　他

2021年
第18回ショパン

国際ピアノコンクール

セミファイナリスト

2021年
エリザベート王妃
国際音楽コンクール

第３位

知多半島から世界へ！

務川慧悟 ＆ 進藤実優
２台ピアノの響演

ⓒYuji Ueno

〒470-2555 愛知県知多郡武豊町大門田 11 番地 武豊町民会館内　休館日：月曜日（祝日の場合翌平日）及び年末年始（12/28～1/4）　受付時間： 9:00 ～ 21:00
武豊春の音楽祭実行委員会・武豊町教育委員会　TEL 0569-74-1211（ゆめたろうプラザ）
◆ 主催・問合せ ◆ ※新型コロナウイルス感染症の影響により、状況が変わる場合があります。最新情報はホームページをご覧ください※

◆ 後 援 ◆　中日新聞社

公演番号 006



進藤実優   Miyu Shindo  －ピアノ－
2002年生まれ。2021年第18回ショパン国際ピアノコンクールセミファイナリスト。
第 45 回ピティナ・ピアノコンペティション特級ファイナル銀賞及び聴衆賞受賞。北京青少年ショパン
国際ピアノコンクール（中国）シニア部門第 3位。第 21回浜松国際ピアノアカデミーコンクール第 1位。
2021 年度ロームミュージックファンデーション奨学生。
第 38回霧島国際音楽祭にて、ダンタイソン氏に推薦され霧島国際音楽祭賞受賞。
新日本フィルハーモニー交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、セントラル愛知交響楽団などと
共演。
４歳より杉浦日出夫氏、16歳よりモスクワにてヴァレリー・ピヤセツキー氏に師事。2022年４月より
ハノーファー音楽演劇メディア大学（ドイツ）入学、アリエ・ヴァルディ氏に師事。

2021年
第18回ショパン

国際ピアノコンクール

セミファイナリスト

エリザベート王妃国際音楽コンクール、ショパン国際ピアノコンクールなど、
世界最高峰のコンクールで華々しい成果をあげ世界にはばたく若き精鋭たち

務川慧悟   Keigo Mukawa  －ピアノ－
2019年ロン＝ティボー＝クレスパン国際コンクールにて第２位入賞。2021 年エリザベート王妃国際
音楽コンクール第 3位入賞など数々の国際コンクールで入賞を果たす実力派ピアニスト。
東京藝術大学 1 年在学中の 2012 年、第 81 回日本音楽コンクール第１位受賞を機に本格的な演奏活動
を始める。
2014年パリ国立高等音楽院に審査員満場一致の首席で合格し渡仏。パリ国立高等音楽院、第２課程
ピアノ科、室内楽科を修了し、第３課程ピアノ科（Diplôme d’ Artiste Interprète）、同音楽院フォルテ
ピアノ科に在籍。
これまでに、日本各地はもちろん、フランス、スイス、上海、イタリア等にて演奏会を開催。
また演奏のみならず「題名のない音楽会」などテレビやラジオへの出演、雑誌のコラムを連載するなど、
多方面で活動している。
フランク・ブラレイ、上田晴子、ジャン・シュレム、パトリック・コーエン、横山幸雄、青柳晋の各氏に師事。
務川慧悟Official Site　https://keigomukawa.com/ 

2021年
エリザベート王妃
国際音楽コンクール

第３位

東浦町出身　フランス パリ在住

大府市出身　ドイツ ハノーファー在住

ⓒYuji Ueno
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2月18日（土）15:00開演 2月19日（日）14:00開演 2月25日（土）15:00開演 3月4日（土） 3月5日（日）17:00開演 3月19日（日）15:00開演①11:00開演
②13:30開演

PARADISE
N

輝きホール（全席指定） 輝きホール（全席指定） 輝きホール（全席指定） 響きホール（全席自由） 響きホール（全席自由） 輝きホール（全席指定）
＜前売チケット料金＞メイト 3,000円
一般 3,500円　学生 1,000円

＜前売チケット料金＞メイト 2,000円
一般 2,500円 子ども 1,000円

＜前売チケット料金＞ ＊10/15 発売 ＜前売チケット料金＞ ＊10/15 発売
大人 1,000円  子ども 500円

＜前売チケット料金＞メイト 2,500円
一般 3,000円　学生 1,000円

＜前売チケット料金＞メイト 4,000円
一般 4,500円　学生 1,000円

チケットぴあ Ｐコード：225-559 チケットぴあ Ｐコード：225-579 チケットぴあ Ｐコード：225-567 チケットぴあ Ｐコード：225-572 チケットぴあ Ｐコード：225-576

発売初日の 10月 15日（土）は、9：00からゆめたろうプラザ ロビーにて「武豊春音スペシャルライブ」開催！
内田由美子（歌）／皿井由紀子（歌）／永井秀司（歌）／高木幸江（歌・ピアノ）／中道ひかり（ヴァイオリン）／岡本草子（ピアノ）／久野絵美（ピアノ）／榊原佳子（司会）●出演●

武豊春音チケット発売記念企画
入場無料 ーどなたでもどうぞー
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※ゆめプラメイトチケットは各公演 1会員２枚まで（セットチケット含む・ヤングメイトは本人分１枚のみ）　　　　　※お電話による購入は各発売日の翌日から　　　　　※詳細は各公演チラシをご覧ください
※「2/25光ブラス！」と「3/4にじいろ音楽隊」は10/15（土）にメイト＆一般同時発売（「2/25 光ブラス！」は チケットぴあでの販売もあります）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、状況が変わる場合があります。最新情報はホームページをご覧ください　　

※チケットぴあは前売一般のみ

主催：武豊春の音楽祭実行委員会・武豊町教育委員会　後援：中日新聞社

TEL 0569-74-1211
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ⓒSUPERKIDS

一般 1,500円　学生 1,000円


