国際音楽祭 NIPPON 2020
芸術監督：

諏訪内晶子

ミュージアム
I & II コンサー
トI＆II

Museum
Concert

© Jean-Baptiste Millot

テディ･パパヴラミ
（ヴァイオリン）

© Sihoo Kim

アンリ・ドゥマルケット

鈴木康浩

（チェロ）

諏訪内晶子（ヴァイオリン）

上野通明

（ヴィオラ）

（ヴィオラ）

© TAKAKI KUMADA

Museum Concert I

有田朋央

（チェロ）

Museum Concert II

ミュージアム･コンサートI

ミュージアム･コンサートII

2021年

2021年

2月14日

（日）13:00 開演

徳川美術館 講堂

(約 70分休憩なし)

JR中央線 大曽根駅南口 徒歩10分

Sunday, February 14, 2021, 1:00 p.m., at The Tokugawa Art Museum
Original Hall
[ 出演者 ]

諏訪内晶子／テディ･パパヴラミ（ヴァイオリン）
アンリ･ドゥマルケット（チェロ）

[プログラム]

バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ

第3番より ハ長調 BWV. 1005

J.S.Bach: From Violin Sonata No.3 in C Major, BWV.1005

サーリアホ：７羽の蝶々
Saariaho: 7 Papillons

※徳川美術館入館料も含みます ※料金には消費税が含まれています。
※アイ･チケットのみ取扱い

※2月14日当日は特別展「尾張徳川家の雛まつり」を開催。10時より開館、展覧会とあわせてお楽しみください。

一般発売
12月5日(土)
特別協賛：

（日）19:00 開演 (約70分休憩なし)

トヨタ産業技術記念館

エントランス･ロビー
名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩3分

Sunday, February 14, 2021, 7:00 p.m., at Toyota Commemorative Museum
of Industry and Technology Entrance Lobby
[ 出演者 ]

諏訪内晶子／テディ･パパヴラミ（ヴァイオリン）
鈴木康浩／有田朋央（ヴィオラ）
アンリ･ドゥマルケット／上野通明（チェロ）

[プログラム]

イザイ：2本のヴァイオリンのためのソナタ
Ysaye: Sonata for 2 Violins

チャイコフスキー：弦楽六重奏曲 ニ短調 Op. 70

ラヴェル：ヴァ
イオリンとチェロのためのソナタ Op. 73
Ravel: Sonata for Violin and Cello, Op. 73

全席自由 3,000円

2月14日

｢フィレンツェの思い出｣

Tchaikovsky: String Sextet in D minor Op. 70
"Souvenir de Florence"

全席自由 2,500円
※料金には消費税が含まれています。

0570-00-5310 clanago.com/i-ticket ＜両公演取扱い＞

【トヨタ産業技術記念館公演のみ取扱い】
お申込み
ジャパン･アーツぴあ 0570-00-1212 www.japanarts.co.jp/
チケットぴあ t.pia.jp 0570-02-9999［Pコード：189 -615］

ご案内： 浦久俊彦

（両回出演）

© 新津保 建秀

主催： ジャパン･アーツ／日本経済新聞社
共催：中日新聞社／CBCテレビ／徳川美術館
協力：トヨタ産業技術記念館／
ユニバーサル ミュージック
マネジメント：クラシック名古屋

音楽祭での
再会に向けて

2020年2月、国際音楽祭NIPPON2020が開幕し、東京と名古屋で満場のお客様にお集まり頂きました直後、新型
コロナウイルスの感染拡大により、瞬く間に世界の日常が大きく変わりました。
音楽界をとりまく状況は残念ながら一変してしまいましたが、 音楽がある日常 を強く願い、そして今できることを
一つずつ形にしていきたいと思っております。思いを共にする素晴らしい仲間たちと一緒に、2020年3月に予定されて
いたプログラムの一部を2021年2月に改めてお届けいたします。そして、今回はオンライン配信による演奏もお楽しみ
いただけるように準備を進めております。
皆様の前で演奏できる日を、待ち遠しく思います。穏やかで安心に満ちた生活が一日も早く戻ることを祈りつつ、
諏訪内晶子

またお目にかかれる日を楽しみにしております。

のヴァイオリンとチェロのためのソナタが演奏される。サーリアホや

ミュージアムで聴く、名手たちの共演

ラヴェルはなじみの薄い作品かもしれないが、初めて聴く人であっても
十分にその斬新さや独創性を楽しめるはず。徳川美術館という和の空

世界的ヴァイオリニストの諏訪内晶子が音楽監督を務める「国際音楽
祭NIPPON 2020」の一環として、ふたつのミュージアム･コンサートが

間で、西洋のバロック音楽と20世紀音楽の対比を味わうという趣向にも
妙味がある。
もうひとつはトヨタ産業技術記念館のエントランス･ロビーで開かれる

開催される。
ひとつは徳川美術館の講堂で開かれる、ヴァイオリンとチェロによる

弦楽六重奏による公演だ。諏訪内晶子とパパヴラミのヴァイオリン、鈴

デュオ。ヴァイオリンとチェロという組合せがおもしろい。諏訪内晶子に

木康浩と有田朋央のヴィオラ、アンリ･ドゥマルケットと上野通明のチェロ

加え、アルバニア出身の鬼才パパヴラミと、日本の「ラ･フォル･ジュルネ」

という、そうそうたる顔ぶれが一堂に会する。これだけの腕利きをそろえ

音楽祭にたびたび出演するドゥマルケット。用意されたプログラムは、

て、チャイコフスキーの弦楽六重奏曲「フィレンツェの思い出」を聴けると

新鮮で魅力的だ。ヴァイオリニストにとっての聖典ともいうべき、バッハ

は、ぜいたくというほかない。チャイコフスキーならではの甘美なメロディ

の無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第3番と、現代フィンランドの作曲

と豊かな情熱にあふれた傑作を、心ゆくまで堪能できるだろう。

家サーリアホが独奏チェロのために書いた「 7羽の蝶々」
、そしてラヴェル

飯尾洋一（音楽ジャーナリスト）

諏訪内晶子（ヴァイオリン／ 国際音楽祭NIPPON2020芸術監督）

テディ･パパヴラミ

Akiko Suwanai,

（ヴァイオリン）

Violin / Artistic Director of International Music Festival NIPPON 2020

© Kiyotaka Saito

1990年史上最年少でチャイコフスキー国際コンクール優勝。これまでに小澤征
爾、マゼール、デュトワ、サヴァリッシュらの指揮で、ボストン響、フィラデルフィ
ア管、パリ管、ベルリン･フィルなど国内外の主要オーケストラと共演。BBCプロム
ス、シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン、ルツェルンなどの国際音楽祭にも多数出演。
2012年、2015年、エリザベート王妃国際コンクールヴァイオリン部門及び2019年
チャイコフスキー国際コンクール審査員。2012年より「国際音楽祭NIPPON」を企画
制作し、同音楽祭の芸術監督を務めている。デッカより14枚のCDをリリース。
桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学ソリスト･ディプロマコース修了。
文化庁芸術家在外派遣研修生としてジュリアード音楽院本科及びコロンビア大学に
学んだ後、同音楽院修士課程修了。国立ベルリン芸術大学でも学んだ。
使用楽器は、日本にルーツをもつ米国在住のDr. Ryuji Uenoより長期貸与された
1732年製作のグァルネリ･デル･ジェズ「チャールズ･リード」。

Tedi Papavrami, Violin

5歳で教育者として優秀な
父から初めて手ほどき受け
急速に上達。3年後、ティラ
ナ･フィルハーモニー管弦楽
団との共演でサラサーテ
© Jean-Baptiste Millot
《ツィゴイネルワイゼン》を
演奏。1990年代ソロと室内楽の輝かしいキャリアを開始。2014
年イザイの《６つの無伴奏ヴァイオリン･ソナタ》をリリースし
《２つのヴァイオリンのためのソナタ》をスヴェトリン･ルセフと
の共演で収録。現在、ジュネーヴ州立高等音楽院教授。使用楽器
はChristian Bayonがパパヴラミのために製作。

© Sihoo Kim

鈴木康浩（ヴィオラ）

有田朋央（ヴィオラ）

アンリ･ドゥマルケット（チェロ）

上野通明（チェロ）

読売日本交響楽団ソロ･ヴィオラ奏者。5
歳よりヴァイオリンを始め、桐朋学園高等
学校音楽科を経て桐朋学園大学卒業。卒業
後ヴィオラに転向。第7回全日本学生音楽
コンクール東京大会高校の部第1位ほか受
賞多数。2001年よりドイツのカラヤン･ア
カデミーで研鑽を積み、ベルリン･フィル
の契約団員となる。またサイトウ･キネン･
フェスティバル、宮崎国際音楽祭など多方
面で活躍を続けている。

東京藝術大学を卒業、現在はベルリン･
ハンスアイスラー音楽大学の修士課程に
在 籍 、ベ ルリン 放 送 交 響 楽団のアカデ
ミー生。ドイツ･カンマーフィルハーモ
ニー管弦楽団にて2017-2019シーズンのア
カデミー生として研修を積み、ヨーロッ
パ、アジア各国でのツアー公演にも出演
した。藝大在学時に藝大フィルハーモニ
ア管弦楽団とソリストとして共演。BBCプ
ロムス、ヴェルビエ音楽祭、ルツェルン音
楽祭等に出演。

1970年パリ生まれ。13歳でパリ国立高等
音楽院に入学し、ジャンドロン、フルニ
エ、トルトゥリエに師 事 。アメリカでは
シュタルケルに学ぶ。17歳の時にシャトレ
座でリサイタル･デビュー。ロストロポー
ヴィチ国際チェロコンクールなど数々の入
賞歴を持ち、現代音楽にも造詣が深い。
ニュアンス豊かな表現力が魅力で、エンゲ
ラーとの仏音楽アルバムなどCD録音も多
数。エコールノルマル音楽院教授。使用楽
器は”Goﬀredo Cappa”、使用弓は1820年製
の “Persois”。

若い音楽家のためのチャイコフスキー国際
音楽コンクール第1位、ルーマニア国際音楽
コンクール第1位、ヨハネス･ブラームス国
際コンクールチェロ部門第1位、ヴィトルト･
ルトスワフスキ国際チェロコンクール第2
位。国内外のアーティスト、オーケストラと
多数共演し好評を得る他、岩谷時子賞奨励
賞、青山音楽賞新人賞受賞。桐朋学園大学
SD特待生として毛利伯郎氏に師事し、現在
デュッセルドルフ音楽大学でP. ウィスペル
ウェイに師事。宗次コレクションよりP. A.
Testoreを貸与されている。

Yasuhiro Suzuki, Viola

Tomohiro Arita, Viola

Henri Demarquette, Cello

Michiaki Ueno, Cello

◎ 車椅子の方は本人と付き添いの方1名までが割引になります。 詳細はクラシック名古屋 <052-678-5310> にて。

【国際音楽祭NIPPON 2020 その他の公演スケジュール】
2/13(土)13:00 釜石市民ホール TETTO ▲ (問)釜石市民ホール TETTO 0193-22-2266
2/15(月)19:00 紀尾井ホール ● (問)ジャパン･アーツぴあ 0570-00-1212
2/16(火)19:00 紀尾井ホール ○ (問)ジャパン･アーツぴあ 0570-00-1212

<注意事項>
① やむを得ない事情で出演者等が変更になる場合がございます。最終的な出演者は当日発表とさせていただきます。
公演中止を除き、お買い求めいただきましたチケットの、キャンセル･変更等はできません。
② いかなる場合も再発行はできません。紛失等に十分ご注意下さい。
③ 開演時間に遅れますと、長時間ご入場をお待ちいただくことになります。時間には余裕を持ってお越し下さい。

▲：東日本大震災復興応援コンサート in 釜石〜諏訪内晶子 ＆ フレンズ〜

④ ご入場には一人1枚チケットが必要です。また、未就学児の入場はご遠慮ください。

○：Akiko Plays MODERN with Friends

⑥ ネットオークションなどによるチケットの転売は、トラブルの原因になりますのでお断りいたします。

●：Akiko Plays CLASSIC with Friends

⑤ 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。
⑦ お席によっては舞台が見切れる場合がございます。
⑧ 他のお客様のご迷惑となる場合、主催者の判断でご退場いただく場合があります。

