
アットホームな雰囲気で、気軽に音楽の生演奏 ハイクオリティな演奏と贅沢な時間をお届けします
Yumepura Salon Concert 2023 vol.5

※都合により演奏曲目が変更になる場合があります※都合により演奏曲目が変更になる場合があります

ピアノ

兼重 稔宏
ピアノ

兼重 稔宏

ゆめたろうプラザ　TEL 0569（74）1211

ゆめプラメイト限定 お得なセットチケット情報は裏面をご覧ください

【主催】 ＮＰＯたけとよ・武豊町教育委員会

チケット取扱
お問合せ

ゆめたろうプラザ（武豊町民会館）TEL0569-74-1211
〒470-2555 愛知県知多郡武豊町大門田 11番地　FAX 0569-74-1227　休館日：月曜日（祝日の場合翌平日）及び年末年始　受付時間： 9:00 ～ 21:00　

https://yumetarou-kaikan.net/

※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※

新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力ください。

・ゆめプラメイトチケットは、１会員２枚まで（セットチケット含む）（ヤングメイトは本人分 1枚のみ）
・ゆめプラメイトチケットおよびセットチケット購入時は、会員証の提示をお願いします
・ゆめたろうプラザでの電話申込みは各発売日の翌日から（TEL 0569-74-1211）（代金引換郵便の申込みは１１/９（木）まで）
・U25チケットでご入場のお客様は入場時身分証明書をご提示ください　　　
・車椅子席をご利用の方はチケット購入時にご指定ください（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）
・未就学児の入場はご遠慮ください

チケット料金 /全席指定

【前売】一般・ゆめプラメイト 2,000円　U25（25歳以下）1,000円
◇ 当日 ◇  一般・ゆめプラメイト 2,300円　U25（25 歳以下）1,200円　＊前売で完売の場合は当日券はございません

チケット発売日

チケット取扱い

第一次発売（ゆめプラメイト限定）2023年 1月 28日（土）
第二次発売（ 　　一 　般　　 ）2023年 2月  4日（土）

全席指定　未就学児入場不可
ゆめたろうプラザ 武豊町民会館 輝きホール
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《演奏予定曲》

シューマン：3つのロマンス より

シューマン：アダージョとアレグロ

他
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ⓒ土居政則
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Kenichi Furube 
A sweet tone that sings  

enchanting oboe 

Kenichi Furube 
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日本を代表するオーボエ奏者の一人。 バロックから現代音楽まで、

その柔軟性と優れた音楽性は高く評価されている。

柔らかく甘い音色と響き、 華やかで哀愁を帯びたその音は、 聴く者の心を惹きつけて離さない。

ⓒ土居政則

チケット料金（１公演）【全席指定】未就学児入場不可
　＜前売＞ 一般・ゆめプラメイト ￥２，０００／ U25（25歳以下） ￥１，0００
　＜当日＞ 一般・ゆめプラメイト ￥２，３００／ U25（25歳以下） ￥１，2００

チケット発売（ゆめたろうプラザにて取扱い）
　第１次チケット発売（ゆめプラメイト限定）2023.1.28（土）
　第２次チケット発売（　　一  　般　　）2023.2.　4（土）

ゆめプラ サロンコンサート 2023＜全５公演＞ 会場：ゆめたろうプラザ 武豊町民会館 輝きホール
【主催】ＮＰＯたけとよ・武豊町教育委員会

4/29（土祝）15:00開演（14:30開場）
透きとおる音色
　～遥かなる中国琵琶の魅力～

日中友好の架け橋。中国の伝統と歴史を受け継ぐ優美な音色

5/13（土）15:00開演（14:30開場）
情熱のリズム
　～スペインから愛をこめて～
西澤 安澄＜ピアノ＞

国際的に高い評価を受けているスペイン音楽のスペシャリスト

6/24（土）15:00開演（14:30開場）

大人の魅力
　　　～バリトンの世界～
上江 隼人＜バリトン＞／吉岡 佑弥＜ピアノ＞

包みこむような低音の魅力。内に秘めた情熱とオペラの醍醐味

5/27（土）15:00開演（14:30開場）
しなやかに駆けめぐる
　　　～歌うヴァイオリン～
早稲田 桜子＜ヴァイオリン＞／木原 健太郎＜ジャズピアノ＞

音楽の楽しさ満載のヴァイオリンとジャズピアノ

11/23（木祝）15:00開演（14:30開場）
うたいあげる甘い音色
　　　　　～魅惑のオーボエ～
古部 賢一＜オーボエ＞／兼重 稔宏＜ピアノ＞

やわらかく甘いオーボエは、聴く者の心を惹きつけて離さない

イケメンボイス

satoshi kuronuma [aosora]
※お電話による購入は各発売日の翌日から

２０２３年度 先行発売公演　ひと足お先にワクワクをお届け！

12,500  
1,000
4,500

スペシャル
セット

★

7,500  

2,500
サロン
セット

♥

YAMATO String Quartet
2023.9.18 15:00

フリスペル
2023.10.1 15:00

from Sweden

2023.1.28
2023.2.  

ヨウ エイヨウ
さくら＜中国琵琶＞／葉 衛陽＜中国琵琶・中阮＞／冨田 裕三子＜ピアノ＞

ⓒ土居政則

Artist Profile

東京藝術大学在学中の９１年に小澤征爾率いる新日本フィル首席奏者に就任。

第１０回出光音楽賞をオーボエ奏者として初めて受賞。 以後、 ソリストとして国内外の多

くのオーケストラや世界的奏者 ・ 指揮者と共演を重ねる。 海外での評価も高く、 北ドイツ

放送響 ・ ベルリンドイツ響などに客演首席として招かれる他、 母校ミュンヘン音大での客

員教授など、 名実共に日本を代表する奏者である。 サイトウキネン、 宮崎、 木曽などの

音楽祭メンバー。 東京音楽大学准教授、 札幌大谷大学客員教授。 相愛大学、 桐朋オー

ケストラアカデミー非常勤講師。 HPAC 特別奏者。 ソニー国際オーボエコンクール東京、

日本音楽コンクール等の審査員も長年務めている。

古部 賢一　オーボエ － Kenichi Furube

東京藝術大学、 ライプツィヒ音楽演劇大学にて学ぶ。

ドイツ在住時より、 ボローニャ音楽祭、 ブダペストの春音楽祭、 メクレンブルク ・ フォア

ポンメルン音楽祭などの音楽祭に出演した他、 ライプツィヒ ・ ゲヴァントハウス大ホール、

コロッセオ （ポルトガル） など欧州の主要なコンサートホールにて演奏を行う。 ２０２０年の

帰国後も、 東京文化会館におけるソロリサイタル、 トッパンホール主催のランチタイムコン

サートに出演するなど精力的活動をしている。 ２０２２年１０月に CD「ディアベッリ変奏曲」

を VIRTUS CLASSICS よりリリース。 ライプツィヒ音楽演劇大学で講師を務めた後、

現在は、 東京藝術大学、 京都市立芸術大学、 名古屋音楽大学にて後進の指導に当たる。

兼重 稔宏　ピアノ － Toshihiro Kaneshige
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