Lunch Time Concert The 5th Anniversary 2016
平日の昼間にお贈りする
休憩無しの６０分コンサート

シリーズ開始5周年記念企画

Vol.

平日の贈り物♪
ランチタイム・
コンサート2016

15

Vol.

16

ヨーナス・ハーヴィスト・
トリオ〜Springジャズコンサート〜

金子鈴太郎
無伴奏チェロ・リサイタル

5周年記念イヤー第1弾、
5周年記念イヤ
第1弾 ラ
ランチタイム初のジャズライヴ！
チ イム初のジ ズライヴ！

胸に響く無伴奏チェロ。コンセール・マロニエ21優勝チェリ

14［木］11 30

2016.4/

：

©Nobuo MIKAWA

ストがお贈りする本物の演奏とトークのひととき。

16［木］11 30

2016.6/

開演（11：00 開場）

栃木県総合文化センターサブホール

開演（11：00 開場）

栃木県総合文化センターサブホール

全席自由 1,000 円

全席自由 1,000 円

（金）
午前10時発売開始！
！
2月12日

（金）
午前10時発売開始！
！
3月18日

「oku」
より
［プログラム］ ニューアルバム
〈One For Jean〉
〈When I Fall In Love〉 他

：

［プログラム］ バッハ：無伴奏チェロ組曲 より 他

ランチタイムコンサートはチケットの提示で、
下記協賛店でお得なサービスが楽しめます♪コンサート帰りのランチやお買い物にご活用ください！

［入場券取扱いプレイガイド］
●

［主

（公益財団法人とちぎ未来づくり財団）

栃木県総合文化センタープレイガイド
〒320-8530

宇都宮市本町1番8号（ギャラリー棟1階/10:00〜19:00） ［協

〔電 話 予 約〕028-643-1013
〔インターネット予約〕http://www.sobun-tochigi.jp/
● 宇都宮市文化会館プレイガイ
ド ☎028-634-6244
●Ｆ
ＫＤショッピングプラザ宇都宮店3F ☎028-623-5269
●Ｆ
ＫＤショッピングモール宇都宮 インターパーク店2F ☎028-657-6534
［お願い・お断り］
■都合により、曲目等が変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■就学前のお子様の入場はご遠慮ください。
■開演後にお越しの際には、
ロビーにてお待ちいただく場合があります。
■会場には駐車場がありません。周辺の有料駐車場か公共交通機関等をご利用ください。

催］栃木県総合文化センター

（1F ＠ｍｉ
ｙａ/2F Hills Cafe）
賛］● 宇都宮アンテナショップ宮カフェ
● 宇都宮東武ホテルグランデ ● 協同組合宇都宮餃子会
● 餃子専門店 香蘭 ● 世界のお茶の専門店 Ｙʼｓｔ
ｅａ
● 下野新聞 ＮＥＷＳ ＣＡＦ
Ｅ
●
（公社）
栃木県観光物産協会
（おいでよ！とちぎ館）
●とちぎ花センター ● ホテルアーバングレイス宇都宮
●ラカンタ （五十音順）

［お問い合せ］栃木県総合文化センター文化振興課
〒320-8530 宇都宮市本町1-8
TEL

028-643-1010

FAX 028-643-1012

E-mail tmf@tmf.or.jp
URL http://www.sobun-tochigi.jp/

Profile

ヨーナス・ハーヴィスト・トリオ

Joonas Haavisto Trio

ヨーナス・ハーヴィスト（ピアノ、作/編曲家）
1982年フィンランド・コッコラ生まれ。2002年名門シベリウス音楽院に入学し、最優秀クラスではラン
ディ・ブレッカー他ビッグネームに師事。
フィンランドでトップのビッグバンド「UMOジャズ・オーケストラ」で
プロデビュー。2006年自身のカルテット
「アピラス」が名誉ある「ヤング・ノルディック・ジャズ・コメッツ」で
最優秀賞を受賞するなど、多数のコンペティションで賞を獲得。
またソリストとしても２大室内楽団と共演
を果たす。2009年デビューアルバム「ブルー・ウォーターズ」、2012年日本デビューとなった2ndアルバ
ム「ミクロ・
トゥ・マクロ」
（ブルーグリーム）、2016年最新作「オク」(ブルーグリーム)をリリース。2014年の
2度目の来日では、NHK等が主催する日本最大のジャズの祭典「第13回東京ジャズフェスティバル」に
出演し大好評を博す。キース・ジャレット、
チック・コリア等に影響を受けた卓越したイマジネーションとハー
モニーセンスを持ち、
ブラッドメルドーにも通じる美しい響きを奏でる北欧の次世代ピアニスト。

アンティ・ロジョネン（ベース）
1980年フィンランド生まれ。22歳でイルミリエッキ・カルテットに加入し頭角を表す。その才能が認められ、
ワールドデビューで話題を呼び、
日本にも多くのファンを持つヨーロッパのトップグループ「ファイヴ・コー
ナーズ・クインテット」
（日本コロンビア）
のメンバーとなりメジャーデビュー、世界で活躍する。その後、同グループのユッカ・エスコラ
（tp）
とティモ・ラッシー
（sax）
のソロ活
動、
アレクシ・
トゥオマリラ
（p）
・
トリオ、
ヤスカ・ルッカリネン・
トリオ、
ヴェルネリ・ポヒヨラ
（tp）等、
トップアーティストのレギュラーベーシストとして、多くの実績を重ねる。非凡
なハーモニーセンスと安定したグルーヴでアンサンブルの要を担う。
日本には数度来日し、
ブルーノート、
ビルボード等著名なクラブで複数回公演を行っている。世界的
なグラミー賞受賞ベーシスト、
チャーリー・ヘイデンを敬愛するフィンランドのトップベーシストの一人。

ヨーナス・リーパ（ドラムス、作/編曲家）
1977年フィンランド生まれ。ケスキ・ポヒヨンマ・コンサヴァトリーと名門シベリウス音楽院にてジャズを修得。30タイトルを超える有名アーティストの作品に参加。その活
動は欧州全土、
アメリカ、南米、
アフリカなど広範囲に及び、
ヴェルネリ・ポヒヨラ、
ミッコ・イナネン、
マルクス・ホルッコ、ヘイッキ・サルマント、ユハニ・アルトネン、
オリ・アー
ベンラーティ、
マッツ・グスタフソン、
リロイ・ジョーンズ、ユッシ・カンナステ、
ティモ・キースキネン、
フレドリック・リュンクヴィスト、
セッポ・パックナイネン、
レニー・ピケット、
セ
ヴェリ・ピサロ、
ステン・サンデル、
チャールズ・
トリヴァー他多数の有名アーティストと共演。エルビン・ジョーンズに多大な影響を受けつつも、幅広いカテゴリーに対応出来
る高いスキルを持ち、安定したグルーヴ、
アンサンブルを重視した繊細なドラミングが特徴の俊英。
企画制作:ブルーグリーム
（BLUE GLEAM） http://www.bluegleam.com

金子鈴太郎（チェロ）

Rintaro Kaneko

桐朋学園ソリスト・ディプロマコースを経て、ハンガリー国立リスト音楽院に学ぶ。コンセール・マロニエ 21、
国際ブラームス・コンクール、カルロ・ソリヴァ室内楽コンクールなど、国内外の数々の国際コンクールで優勝、
入賞。1999、2000 年イタリア・シエナのキジアーナ音楽祭にて、名誉ディプロマを受賞。2004 年松方ホー
ル音楽賞大賞受賞。2008 年 1 月のバッハ：無伴奏チェロ組曲全曲演奏会が高く評価され、音楽クリティック・
クラブ奨励賞を受賞。仙台フィルハーモニー管弦楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、大阪交響楽団、
長岡京室内アンサンブル等とコンチェルトを共演。NHK「名曲アルバム」
、
NHK-FM「名曲リサイタル」に出演。
ソロの他にも室内楽に意欲的に取り組み、安永徹、市野あゆみ、エンリコ・オノフリ、大山平一郎、上田晴子
氏など、世界的に活躍するアーティストと多数共演。バロックから現代曲までの幅広いレパートリーを演奏し、こ
れまでに日本やハンガリー、オーストリアにおいて数々の世界初演をおこなう。2001 年ハンガリーで現代音楽グ
ループ ” shyra” を結成。2003 年〜 2007 年 大阪交響楽団首席チェロ奏者、2007 年〜 2008 年 大阪交
響楽団特別首席チェロ奏者。
現在はトウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ首席、Super Trio 3℃、ZAZA quartet、Quartet MARK、
長岡京室内アンサンブル 各メンバーの他、サイトウ・キネン・オーケストラ、
ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニー
オーケストラ等で活躍中。2011 年、須藤千晴（ピアノ）とのデュオ CD をオクタヴィア・レコードよりリリース。
オフィシャルサイト http://rintaro.online.fr/
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Lunch Time Concert

The 5th Anniversary 2016

ランチタイム・
コンサート2016

×
10月25日［火］ vol.17 伊藤浩子（ボタン式アコーディオン）
シルヴァン・ディオニ（津軽三味線）スペシャルライヴ
12月22日［木］ vol.18 松村湧太

今後のラインナップ

尺八リサイタル

3 月14日［火］ vol.19 小瀧俊治 ピアノ・リサイタル
至仙台

タクシーで約5分
（約1,600m）
バスで
「県庁前」
「東武駅前」
停留所下車

中央警察署

栃木会館

二荒山神社
県庁前
本町交差点

約30分

※会場には駐車場がありません。周辺の有料駐車場か公共交通機関等をご利用ください。
栃銀本店
至栃木 至小山

東武宇都宮百貨店
東武宇都宮駅 至栃木

鹿沼ICから約9km

西口

栃木県総合文化センター
大通り
パルコ
メガ
ドン.キホーテ

市役所

JR宇都宮駅

足銀本店

■東武宇都宮駅から 徒歩で約10分
（約700m）
■東北自動車道

FKD

県庁

徒歩で約3分

（関東バス）
作新学院、
戸祭、
江曽島行きなど

中央消防署

競輪場

東北新幹線

日光街道

■JR宇都宮駅
（西口）
から

東北本線

競輪場通り

交通のご案内

国道123号（石井街道）
至東京

