
◎チケット発売 ｜ 2022.9/24㊏　◎先行予約 ※電話・WEB予約のみ　財団運営維持会員  9/19㊊㊗／水戸芸術館メンバーズ  9/21㊌
※ 会員先行予約がありますので、一般発売日の9月24日の時点で、水戸芸術館取り扱い分が終了している場合があります。

座席番号でくじ引
きを行うプレゼント
抽選会です。

PRESENTS!

©東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤章

クリスマス
プレゼント
コーナー
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NHK Mito Children's Chorus
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クーツ  サンタがまちにやってくる　
ピアポント  ジングルベル　　　　　　
マークス  赤鼻のトナカイ　　　　　
レオントヴィチ   鐘のキャロル　　　　　　
村松宗継   Far Away ［彼方の光］　
岡野貞一   故郷（ウクライナ語版）

サン= サーンス  オペラ〈サムソンとデリラ〉より 
“私の心はあなたの声に花開く” ［二重唱］

マスカーニ    アヴェ・マリア（聖母マリア）［メゾ・ソプラノ］
ビゼー  アニュス・デイ（神の子羊）［テノール］
フランク（リーバーゲン編曲）  天使の糧 ［二重唱］
フンパ ーディンク（リーバーゲン編曲）   

オペラ〈ヘンゼルとグレーテル〉より 
“夜、私が眠るとき” ［二重唱］

ルーセル  ディヴェルティスマン 作品6
ラヴェル   亡き王女のためのパヴァーヌ
チャイコフスキー （岩岡一志編曲）  〈くるみ割り人形〉組曲 より 抜粋

サン=サーンス   白鳥
ピアソラ  タンティ・アンニ・プリマ
ラフマニノフ    チェロ・ソナタ ト短調 作品19 より 第3楽章
無伴奏チェロによるクレズマー（東欧系ユダヤの伝承音楽） 
ポッパー   ハンガリー狂詩曲 作品68

聖夜に響くメゾ&テノール

名手6人が魅せる多彩な音色のパレット

琴線に触れる深き音色

田中直子
ピアノ

新倉瞳  チェロ
三浦友理枝

ピアノ

上野由恵  フルート 荒絵理子  オーボエ

金子平  クラリネット 福士マリ子  ファゴット

福川伸陽  ホルン 三浦友理枝  ピアノ

東京六人組

クリスマス・プレゼント・コンサート2022
企画・おはなし 池辺晋一郎

  12.24㊏  16:30開場／17:00開演◎水戸芸術館コンサートホールATM
【料金（全席指定）】  一般 ¥3,500／U-25（25歳以下）¥1,000 ※U-25チケットの取り扱いは水戸芸術館のみ  

2022

NHK水戸児童合唱団

原田昌江
指揮1

小林由佳
メゾ・ソプラノ

木下志寿子
ピアノ大槻孝志

テノール

Hitomi Niikura, Violoncello 

Masae Harada
Conductor

Naoko Tanaka
 Piano

Yurie Miura, Piano

Yuka Kobayashi, Mezzo Soprano
Takashi Otsuki, Tenor

Shizuko Kinoshita
Piano

Tokyo Sextet
Yoshie Ueno, Flute

Taira Kaneko, Clarinet

Nobuaki Fukukawa, Horn

Eriko Ara, Oboe

Mariko Fukushi, Bassoon

Yurie Miura, Piano
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©Ayane Shindo

彼方に届け、はじける歌声

©Yoshinobu Fukaya

©Ayane Shindo



新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお客様へのお願い
・ 新型コロナウイルス感染症の再拡大など、状況の悪化により内容の変更や公演の
中止または延期を余儀なくされる場合もございますので、最新情報は当館ウェブサ
イトやSNSにてご確認ください。
・ 入館時の検温にご協力お願いいたします。37.5度以上の熱があった場合はご入場
をお控え願います。
・館内ではマスクの着用をお願いいたします。
・まわりの方とは距離をおとりください。
・体調がすぐれないお客様はご来場をお控えください。
・手洗いと手指の消毒にご協力ください。
・ 出演者とのご面会はご遠慮いただきます。また、出演者への花束やプレゼントはス
タッフがお預かりいたします。

いいものいいこと· いつもいっぱい
お店の最新情報や地元いばらきのお土産品はこちら⬇

水戸出身で日本を代表する作曲家・池辺晋一郎の企画とお話しでお贈りする水戸芸術館の「クリスマス・プレゼント・コンサート」。今年は児童合唱、
チェロ、声楽、木管アンサンブルの豪華な演奏家たちを迎え、聖夜を華やかに彩ります。毎年恒例のクリスマス・プレゼント・コーナーもお楽しみに！

【お問い合わせ】 

水戸芸術館 チケット予約センター ｜ TEL:029-231-8000 
営業時間：9:30～18:00（月曜休館）
◎車椅子のお客様、盲導犬、介助犬同伴のお客様は、指定の座席へのスムーズなご案内のため
予約時にお知らせください。◎公演の内容や出演者は、変更になる場合があります。◎未就学
児のご入場はご遠慮ください。◎公演中止の場合を除き、一度購入されたチケットの払い戻し、
交換等は出来ませんのでご了承ください。

水戸芸術館 ｜ 〒310-0063  水戸市五軒町 1-6-8  TEL:029-227-8111
https://www.arttowermito.or.jp/

● 水戸芸術館（9:30～18:00／月曜休館）

エントランスホール・チケットカウンター
チケット予約センター ｜ TEL:029-231-8000
ウェブ予約 ｜ https://www.arttowermito.or.jp/ticket/

● かわまた楽器店 ｜ TEL:029-226-0351 
●  ヤマハミュージックリテイリング水戸店 ｜ TEL:029-244-6661 （店頭販売のみ）
●  永江楽器 水戸 ｜ TEL:029-226-6540

【U-25チケットについて（枚数限定）】
◎25歳以下の方が対象のお得なチケットです（未就学児不可）。◎ご購入いただきましたご本
人様のみご利用いただけます。◎当日ご入場の際には、年齢を証明するものが必要となります。
◎取り扱いは水戸芸術館のみとなります。

チケットの取り扱い

ウェブ予約
はコチラ

彼方に届け、はじける歌声
NHK水戸児童合唱団

原
はらだ まさえ

田昌江  指揮／田
たなか なおこ

中直子  ピアノ

名手6人が魅せる
多彩な音色のパレット
東京六人組
上

うえの よしえ

野由恵  フルート 荒
あら えりこ

絵理子  オーボエ 金
かねこ たいら

子平  クラリネット

福
ふくし まりこ

士マリ子  ファゴット 福
ふくかわ のぶあき

川伸陽  ホルン 三
みうら ゆりえ

浦友理枝  ピアノ

今年の「クリスマス・プレゼント・コンサート」は、地元の子どもたちが集うNHK水戸
児童合唱団の元気なコーラスで幕開け！ コロナ禍でも工夫を凝らしながら練習を重
ね、精力的に活動を続けてきた子どもたちが披露するのは、思わず体が動いてしま
うおなじみのクリスマス・ソングや、ウクライナ発祥の“鐘のキャロル”などの作品。 
遠い地へと思いを馳せ、平和を願う気持ちを歌います。

第3ステージには、近年オペラやコンサートで活躍目覚ましい歌手たちをお迎えします。
茨城県出身の小林由佳さんは1999、2000、03、04年の「300人の《第九》」にソリスト 
としてご出演以来、水戸芸術館には久々のご登場。今や我が国のオペラ界になくては
ならないメゾ・ソプラノです。大槻孝志さんは水戸でも2016年に公演した「Il DEVU 
（イル・デーヴ）」のメンバーとしても活躍し、突き抜けるような高音と温かく包容力のある
中音域で聴く人を魅了するテノール。コレペティトゥアとして数々のオペラ公演に携わる
木下志寿子さんのピアノと共に、聖母や神、天使に捧ぐ歌で心安らかなひとときを。

日本とスイスに拠点を置き、バロックからクレズマー（東欧系ユダヤ人の楽師たちが奏で
る伝承音楽）まで、幅広い演奏活動を展開する新倉瞳さんが第2ステージに登場します。 
チェリストの登竜門といわれる齋藤秀雄メモリアル基金賞を2020年度に受賞、昨年
リリースしたデビュー15周年アルバムには5人の作曲家に委嘱した新曲を収録するな
ど、その多才な活躍ぶりはとどまるところを知りません。今回は、ソリストとしてだけ
でなく室内楽奏者としても高い評価を受ける三浦友理枝さんのピアノと共に、優美さ、
深遠さ、華麗さなど、チェロ特有の様々な音色を味わえる作品をお楽しみください。

読売日本交響楽団や東京交響楽団といった在京オーケストラの首席奏者や、ソリス
トが集まった腕利きのアンサンブル「東京六人組」。2015年の結成以来、同世代の 
6人ならではの自由闊達かつ濃密な演奏が評判を呼び、CDが「レコード芸術」誌で
特選盤に選ばれるなど大注目のグループです。今回は、豊かな音色のパレットを持
つ彼らの面目躍如、色彩感溢れるフランスの作品、そしてクリスマス・イブに少女が 
人形たちの世界へと迷い込み、雪の国やお菓子の国をめぐるバレエ〈くるみ割り人形〉
の名曲たちでイヴの夜を華麗に締めくくります。

【水戸芸術館への交通ご案内】
● JR常磐線水戸駅北口より：バスターミナル4～7番のりばから泉町1丁目下車。徒歩2分。

聖夜に響くメゾ&テノール
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琴線に触れる深き音色
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PRESENTS! クリスマス・プレゼント・コーナー 毎年大好評！ クリスマス・プレゼントが当たる抽選会です。皆様の座席番号でくじ引
きを行います。

本社 /水戸市笠原町1502番地　TEL.029-243-8211（代）
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