




新潟出身ヴァイオリニストの奥村愛、鍵冨
弦太郎、そして新日本フィル・コンサートマ
スターの西江辰郎、N響首席代行の大
宮臨太郎が共演する豪華演奏会。兄弟
弟子関係にある4名のアンサンブルは息
もピッタリで、とても美しいハーモニーを聴
かせてくれます。お贈りする曲は、ヴァイ
オリン四重奏のためのオリジナル曲から、
今回のために編曲された作品まで多数。
クラシック音楽でも珍しい「ヴァイオリン四
重奏」の音楽をぜひお楽しみください。

新潟出身の奥村愛ら、日本屈指の名手が共演。
なかなか聴けない「ヴァイオリン四重奏」の調べ。

奥村愛ヴァイオリン四重奏
■ 5.2（土）14：00開演　■コンサートホール

「春の新潟・音楽ウィーク2020」のため
に特別結成された、夢のチェロ・カルテッ
ト。メンバーは、元東響首席の西谷牧人
を筆頭に、同じく元東響の大宮理人、読
響の髙木慶太、千葉響首席の山澤慧
と、今をときめく只者ではない男性チェリ
スト4人が新潟へ集結します。
会場は、アーティストの表情、息遣い、超
絶技巧などそのすべてを客席のすぐ間
近で味わえる極上の空間「能楽堂」。
ぜひ、大人のための素敵な時間をご堪
能ください。

「春の新潟・音楽ウィーク2020」のために特別結成！
夢のチェロ・カルテット。

ウルトラ・スーパー・チェロズ
■ 5.3（日・祝）11：00開演　■能楽堂

奥村 愛

邦人若手ピアニスト3名が次々に出演する2020年度の「ピアノ・リサイタルシリー
ズ」。ベートーヴェン生誕250年記念として、三大ソナタを各公演1曲ずつ演奏し
て繋ぐ特別プログラムでお届けします。牛田智大は「月光」と華麗なるショパン・
プログラム、松田華音は「熱情」と得意とするロシアの名曲、藤田真央は「悲愴」
と藤田厳選名曲プログラム。この3名の演奏を同じ会場で聴き比べることができ
るのは、りゅーとぴあだけ。2公演分の料金で3公演聴ける、大変お得な3公演
セット券でどうぞ。

大注目の若手ピアニストが次々に登場。名曲「月光」「熱情」「悲愴」が響きわたる。

りゅーとぴあ ピアノ・リサイタルシリーズ2020　■コンサートホール
牛田智大ピアノ・リサイタル ■ 5.3（日・祝）13：30開演／松田華音ピアノ・リサイタル ■ 7.9（木）19：00開演／藤田真央ピアノ・リサイタル ■ 8.26（水）19：00開演
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牛田智大

西谷牧人

リン・ダーイエ（指揮）

大宮理人

山澤 慧髙木慶太
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松田華音
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藤田真央

カ ル テ ッ ト

カ ル テット

ヴァイオリニストにとっては「聖典」
とも言われる、ベートーヴェンのヴァ
イオリン・ソナタ（全10曲）。この「全
曲演奏」というとてつもなく高い壁に
たった1日で挑むのは、カリスマティッ
ク・ヴァイオリニストの石田泰尚と、若
手ピアニストとして世界のトップを走
る津田裕也。ベートーヴェン生誕
250周年記念だからこそ実現した、
今後は二度と聴けないであろう驚
異的な特別企画です。絶対にお聴
き逃しなく！

ベートーヴェン生誕250周年に贈る、
驚異的な特別企画！

石田泰尚×津田裕也 
ベートーヴェン・ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会
■ 6.7（日）Part①13:00‐15:30／Part②17:00‐20:30　■コンサートホール

りゅーとぴあで初めてオルガンに出
会った石丸由佳が、この春りゅーと
ぴあ専属オルガニストとして新潟に
戻ってきます。自身のオルガン人生
を振り返るようなプログラムで踏み
出す第一歩。旧友ともいえるグレン
ツィング・オルガンと再会し、ともに歩
みだすこの時をぜひお楽しみくだ
さい。

新潟から世界へ、そして日本各地で活躍する石丸由佳が、
ついにりゅーとぴあの専属オルガニストに！

石丸由佳 オルガン・リサイタル
■ 6.20（土）14：00開演　■コンサートホール

世界最大のハイテク都市と称される中
国・深セン市を本拠地とする、深セン交
響楽団。抜群の環境と近年の経済発展
により急速に実力を向上させ、今や世界
第一級へと駆け上がる“アジアの昇竜”
として、欧米でも高い評価を得ています。
また、満を持しての初来日となる今回、特
筆すべきは鬼才ファジル・サイとの共演。
今最も注目すべきオーケストラとピアニス
トによる、たった3か所だけのジャパン・プ
レミアムツアーは必聴です。

爆速で世界第一級へと駆け上がるアジアの昇竜と、
現代最高峰のピアノの鬼才！

深セン交響楽団＆ファジル・サイ
■ 5.9（土）15：00開演　■コンサートホール

自身では音を出さないのに、指揮者
によってオーケストラから導き出され
る響きが変わるのは、いかなる魔法
によるものでしょう。実力派、下野竜
也が指揮台に立つと、必ずステージ
からシンフォニックで立体的な響きが
流れ出します。彼が選んだプログラ
ムは、後半に楽聖ベートーヴェンの
歌劇の序曲4曲を並べる異色のラ
インナップ。この回しか聴くことはでき
ません。前半に登場する南紫音の
流麗なヴァイオリンにも、乞うご期待。

楽聖ベートーヴェン生誕250周年のメモリアル・イヤー、
その幕開けを飾る序曲。

東京交響楽団 第119回新潟定期演奏会
■ 5.31（日）17：00開演　■コンサートホール

ファジル・サイ（ピアノ）
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南 紫音（ヴァイオリン） 石丸由佳（オルガン）下野竜也（指揮）

©Naoya Yamaguchi

©Christine Fiedler

津田裕也（ピアノ）石田泰尚（ヴァイオリン）

上質な演奏も、軽妙なトークも、お得な料金も
“何もあきらめない”1コイン・コンサート、今年度のラインナップ！

りゅーとぴあ1コイン・コンサート2020 ～ランチタイム・コンサート～    ■各回11：30開演　■コンサートホール

「カラフルな響き
 “サクソフォン四重奏”」

期待の超新星！
名手4人が奏でる多彩な音のパレット。

■ 4.24（金） 
   出演：アーバン サクソフォン カルテット
　　　（サクソフォン四重奏）

アーバン サクソフォン カルテット

Vol.106

「新専属就任記念“オルガン”」

祝・新潟市出身のオルガニスト誕生！
りゅーとぴあのオルガンの魅力を多彩に演出。

■ 10.21（水） 
   出演：石丸由佳
　　　（りゅーとぴあ第4代専属オルガニスト）

石丸由佳

Vol.110

「至高のハーモニー“金管五重奏”」

山響凄腕五人衆による極上の響き。
軽妙洒脱な司会にも注目！

■ 7.28（火） 出演：山形交響楽団金管五重奏

山形交響楽団金管五重奏

Vol.108

「歌心と美音“ヴァイオリン”」

仙台フィル、横浜シンフォニエッタ、千葉響で
コンマスを務めるスーパー・ヴァイオリニスト！

■ 6.24（水） 
   出演：神谷未穂（ヴァイオリン）
　　　佐藤彦大（ピアノ）

神谷未穂
（ヴァイオリン）

佐藤彦大（ピアノ）

Vol.107

「魅惑の音色
 “クラリネット”」

東京交響楽団が誇るクラリネットの達人！
変幻自在、魅惑の音色に酔いしれる1時間。

■ 9.1（火） 
   出演：近藤千花子（クラリネット）
　　　仲地朋子（ピアノ）

近藤千花子（クラリネット） 仲地朋子（ピアノ）

Vol.109

「超絶技巧の世界
 “マリンバ”」

パリ国際マリンバコンクール第1位！
超絶技巧の数々に、目も耳もくぎ付け。

■ 12.3（木） 
   出演：塚越慎子（マリンバ）
　　　志村和音（ピアノ）

塚越慎子（マリンバ） 志村和音（ピアノ）

Vol.111

2020 SPRING/SUMMER

RYUTOPIA NAVIGATION 
2020年、春～夏のおすすめ公演をピックアップ。  
公演情報の詳細は、本誌折込のりゅーとぴあ
カレンダーをご覧ください。
※掲載内容は2020年3月6日現在の情報です。
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公演中止





各公演記載のマークは下記のとおりです。
チケット取扱い：［A］りゅーとぴあ2Fインフォメーション ［B］新潟県民会館　
［C］新潟伊勢丹 ［D］ヤマハミュージックリテイリング新潟 ［E］コンチェルト
［F］インフォメーションセンター えん（新潟日報メディアシップ1階）

reason

1
reason

3

reason

2

チケット取り扱い：長岡リリックホール、長岡市立劇場、文信堂書店（長岡駅ビルCoCoLo内） ほか

りゅーとぴあ等をご利用いただく公演、
県内の公立文化施設の自主事業をご紹介！

本ページはりゅーとぴあ利用団体等の広告ページです。 広告のお問い合わせはりゅーとぴあ広報営業課まで info@ryutopia.or.jp

フィンランド放送交響楽団
長岡特別演奏会 ―伝統と革新― 北欧屈指の名門楽団

５ 
30

5月30日（土） 15：00開演

全席指定 S席 ¥12,000
　　　　 A席 ¥9,000

（土）

主催・お問い合わせ　（公財）長岡市芸術文化振興財団　TEL 0258‐29‐7715

シベリウス／交響詩「エン・サガ」
ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」 変ホ長調 作品73
シベリウス／交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

Program

長岡市立劇場・大ホール

チケット取り扱い：［A］［D］［E］［F］

6 
12

（金）

6月12日（金） 昼公演 14：00開演
　　　　　　夜公演 19：00開演
りゅーとぴあ　スタジオA
全席自由 各公演 ¥2,000（当日 ¥2,500）

主催・お問い合わせ　TEL 080‐4511‐7494／kinonukumorinoongaku@gmail.com

風景旋律 vol.13 川柳
『木の温もりの音楽』と映像のコラボレーションコンサート

演奏：市橋靖子（フルート）
      ～佐渡ケ島 数えてみれば 20年～
　　 川崎祥子（ピアノ）
　　～ふるさとは アフリカだけど シモ出身～

木製フルートとピアノによる、あたたかな音色を
重ねて紡ぐハーモニーが、映像に寄り添い空
気感を作り出す。今回は「川柳」にも寄り添う。

あのカリスマが、ベートーヴェンを
全部弾く

石田泰尚×津田裕也
ベートーヴェン・ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会

いよいよ6月、“カリスマティック・ヴァイオリニスト”石田泰尚さんと、石田さんが信頼してやまない津田裕也さん（ピ
アノ）が、とんでも企画を引っさげて新潟にやってきます。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全10曲を、一日で弾
き切ってしまうコンサート。公演を前にあれこれお聞きしてみたら、シンプルで潔いアンサーが帰ってきました。

―何度も新潟に来てくださっています。りゅーとぴあや、お客さまの印象は？

「最高です。大好きです。ホールも、人も。」
―ベートーヴェン・ヴァイオリン・ソナタの中で、気合いが入る曲はありますか？

「全部気合い入れます。」
―一日で全曲演奏するために、ヴァイオリニストに最も必要なものは？

「ずばり集中力、ですかね。」
―盟友・津田裕也さんの印象をお聞かせください。
「津田先生は、とにかく音がキラキラして、美しい。」

―最後に新潟のお客さまに一言お願いします！

「滅多にない機会に、ぜひお越しください。
  とにかく、津田先生のピアノは素晴らしい。」

6.7（日） 開催石田泰尚 ISHIDA Yasunao
ワイルドbutデリケート。強硬さと繊細さを
あわせ持つ稀代の天才。弦楽ドリーム
チーム「石田組」を率いる。別名、組長。

※注目！…石田さんが年下の音楽家に「○○先生」と付けるのは最大限の敬意です。

詳しくはP04へ

深セン交響楽団&ファジル・サイ
5.9（土） 開催

詳しくはP03へ

Why does t
he Shenzh

en symphony orc
hestra ha

ve force m
ost in the

 world?

アジアのシリコンバレーの異名を取る経済
都市、深セン。40年前は人口3万人程度
の小さな漁村だったのが、いまや人口
1,300万人のハイテク都市へと進化を遂
げました。その抜群の環境・深セン市を本拠
地とし、活気あふれる満席の聴衆に囲まれ
て成長してきたのが、深セン響なのです。

深セン響の音楽監督兼首席指揮者のリン・
ダーイエは、人気実力共に中国の若手ナン
バー1。世界が注目するリーダーに厳しく鍛え
られた楽団員たちが、これまでの中国のオーケ
ストラのイメージを覆す、豊かなサウンドを聴か
せてくれます。

未来を開く力にあふれたオーケストラは、現代最高峰のアーティストを呼び寄せる。今回ソリスト
として登場するのは唯一無二の天才ファジル・サイ（ピアノ）。ベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第
3番」を奏でます。さらにはドヴォルザークの「新世界より」が演奏され、聴衆の心を希望に満ちた
未来へと誘うでしょう。

クラシック音楽の新世界へ

厳しく鍛錬された楽団員

“爆速”で成長する都市

なぜ、深セン交響楽団は

世界で最も勢いがあるのか？

チケット取り扱い：［A］［E］

ついたちはガチバッハ 第二期4 
1

4月1日（水） 14：00～14：50

りゅーとぴあ スタジオA 全席自由 各回 ¥1,000
三回通し券 ¥2,000（3/31まで販売）

バッハ／フルートとチェンパロのためのソナタ ト短調 BWV1020
C.P.E.バッハ／ヴュルテンベルクソナタ イ短調 第3番より Wq.49
C.P.E.バッハ／無伴奏フルートソナタ イ短調 Wq.132 ほか

7月1日（水） 14：00～15：00

バッハ／フルートと通奏低音のためのソナタ ホ長調 BWV1035
ヘンデル／フルートと通奏低音のためのソナタ ホ短調 HWV379
ヘンデル／調子の良い鍛冶屋 HWV430 ほか
　　　　　　　　　　■ 助演：小武内茜（ファゴット）

7 
1

（水）（水）

ご予約・お問い合わせ
TEL 090‐2932‐0052　Eメール kasahara.cembalo@gmail.com

Program

Program

市橋靖子（フルート）、笠原恒則（チェンバロ）のデュオで、バッ
ハのフルートソナタを一曲ずつ取り上げていくシリーズです。

チケット取り扱い：［A］［D］

主催・お問い合わせ・ご予約　Kプロデュース・広瀬恵子ギター教室
TEL／FAX 025‐276‐1168　Eメール kei.h.w@soleil.ocn.ne.jp    

10弦ギターの世界的第一人者、岩永善信が再び来県。誰もが知る比類なき
超絶技巧、魂深く染み入る音楽。岩永善信の演奏をどうぞご堪能ください。

岩永善信ギターリサイタル
in新潟18th～10弦の世界～

6月14日（日） 17：30開演
りゅーとぴあ　スタジオＡ
全席自由 ¥3,500（当日¥4,000）

ヘンデル／オンブラマイフ ほか
パーセル／4つの小品
グラナドス／スペイン舞曲3番ファンダンゴ・ゴヤの美女 ほか
アンデス／フォルクローレ組曲
クチェラ／日記～チェ・ゲバラ讃～
グラナドス／叙情小曲集よりトロルドハウゲンの婚礼の日 ほか

6 
14

（日）

Program

誠に遺憾ではございますが、新型ウイルス感染拡大防止のため、お客様をはじめとした関係各位の安全を第一に
考え、開催を中止させていただく事となりました。
当日を楽しみにお待ちいただいていた皆様、開催に向けてご支援を賜っている皆様には深くお詫び申し上げます。

ご購入いただいたチケットにつきましては、払い戻し対応をさせていただきます。
詳細はオフィシャルサイトにてご案内をさせていただきます。
大変恐れ入りますが、何卒ご理解を賜りたく宜しくお願い申し上げます。

◎AMJオフィシャルサイト　　　　　　　　　　　　◎AMJ専用電話025-255-1332（平日9：00～18：00）

2020年4月18日（土）・19日（日）りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 ほか
アート・ミックス・ジャパン開催中止について

アートミックスジャパン 検索

■ 指揮：ハンヌ・リントゥ
■ ピアノ：仲道郁代

©MarcoBorggreve

あのカリスマが、ベートーヴェンを
全部弾く いよいよ6月、“カリスマティック・ヴァイオリニスト”石田泰尚さんと、石田さんが信頼してやまない津田裕也さん（ピ

アノ）が、とんでも企画を引っさげて新潟にやってきます。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全10曲を、一日で弾
き切ってしまうコンサート。公演を前にあれこれお聞きしてみたら、シンプルで潔いアンサーが帰ってきました。

©藤本史昭
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公演中止




