と きに 繊 細に ︑
と きに 大 胆に ̶
郷 愁 を 誘 う 音 色 が 醸 し 出 すノス タルジー︒

ホールの響きシリーズ

©Jumpei Tainaka

［出演］
北川 翔（バラライカ）
大田智美（アコーディオン）
ロシア民族楽器アンサンブル
［プログラム］
黒い瞳
ララのテーマ
上を向いて歩こう ほか

2022年

9 23 （金・祝）
月

日

（13 : 30開場）
14 : 00開演

◆チケット料金（全席指定・税込）
一般 3,000円 U25席 2,000円
[こがねいメンバーズ] 一般 2,700円

こがねいメンバーズ先行 5/21（土）10:00〜
市内先行（往復ハガキ）
一般発売

◆チケット取扱い
◎小金井 宮地楽器ホール チケットデスク（当館2階事務室）

TEL : 042-380-8099 10:00〜19:00／休館日
（第2･3火曜日休館）

主催： 小金井市民交流センター 指定管理者
こがねいしてぃ共同事業体
制作：

◎小金井 宮地楽器ホール インターネットチケットサービス

https://koganei-civic-center.jp

◎チケットぴあ
◎イープラス
TEL : 0570-02-9999（Pコード 217-271） https://eplus.jp/

期間内必着

5/15（日）〜20（金）抽選日 5/22（日）
5/28（土）10:00〜

※こがねいメンバーズ先行・一般発売の発売初日は電話、イン
ターネット受け付けのみ。
※市内先行は往復ハガキでお申込みください。期間内必着。
（裏面参照）
※公演内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承く
ださい。
※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
※こがねいメンバーズチケット、車椅子席、介助席は、チケット
デスク、インターネットチケットサービスのみの取り扱い。
※車椅子席、介助席は席数に限りがあります。
※U25席（公演当日25歳以下対象）をご購入の方は、公演当日、
身分証をご提示ください。

友の会
「こがねいメンバーズ」会員募集中!!

※詳しくは裏面をご覧ください。

極 上の響 きに身 を 委 ね ︑
感 性 を 研 ぎ 澄 ま す ひと と き

北川 翔

Sho Kitagawa（バラライカ/Balalaika）

ロシア民謡研究家であった北川 剛を祖父に、
バラライカ奏者であった
北川つとむを父に持ち、
幼少よりロシアの音楽に親しむ。
2004年9月、
ロシア国立ラフマニノフ記念ロストフ音楽院に特別奨学生と
して留学。
バラライカをアレクサンドル=ダニーロフ、
シンフォニー・オペラ
指揮法をアレクサンドル=ゴンチャロフ、
セミョーン＝コーガン、
編曲をゲン
ナージー=タルスチェンコ各氏に師事。
日本人初の「国際ロシア民族楽
器コンクール優勝」を成し遂げ、
09年帰国。
テレビ朝日「徹子の部屋」、
ＮＨＫ「名曲探偵アマデウス」など、
TV、
ラジオ、
新聞等にたびたび登場
し、
日本でのロシア民族楽器普及のため、
幅広く活動している。
これまでに
日本、
ロシアで計7回ソロリサイタルを開催。
09年、
北川記念ロシア民族楽
器オーケストラを創立。
11年には来日したミーニン指揮国立モスクワ合唱
団のソリストとして、
18年には加藤登紀子コンサートのゲストとして全国公
演を実施。
17年に自身4枚目となるCD『Balalaika Concerts』
をリリース。
ロシアの音楽を、
祖父、
父、
子と三代にわたり継承する稀有な環境ばかりでなく、
その豊かな音楽性とテクニック
は、
本場でも高い評価を得、
日本はもちろん、
世界から注目されるバラライカ奏者である。
日本ユーラシア協会常
任理事。
神奈川県日本ユーラシア協会バラライカ・
ドムラ教室講師。
北川記念ロシア民族楽器オーケストラ音楽
監督。

大田智美

Tomomi Ota（アコーディオン/accordion）

10歳からアコーディオンを江森登に師事。
国立音楽大学附属音楽高等
学校ピアノ科卒業後、
渡独。
2009年2月フォルクヴァンク音楽大学ソリスト
コース・アコーディオン科を首席で卒業、
ドイツ国家演奏家資格を取得。

［ロシア民族楽器アンサンブル］

御喜美江に師事。
またウィーン私立音楽大学でも研鑽を積む。
帰国後
は、
ソロや室内楽、
新曲初演、
オーケストラとの共演等、
国内外での演奏
活動と共に、
楽器についてのワークショップを日本各地の音楽大学で行
うなど、
特にクラシックや現代音楽の分野でのアコーディオンの普及にも
尽力し、
この楽器の魅力と可能性を発信している。
近年では、
NHK交響
楽団、
読売日本交響楽団定期公演、
東京・春・音楽祭、
サントリーホー
ルサマーフェスティバル、
東京文化会館プラチナ・シリーズ、
武生国際音楽祭、
井上芳雄による舞台「夜と霧」、
NHKFMベストオブクラシック等に出演。
CDリリースやレコーディング参加も多く、
その確かな技術と音楽性を高く
評価されている気鋭のアコーディオン奏者である。オフィシャルサイ
ト http://www.tomomiota.net/

友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！

小金井市内先行受付 応募方法

〜チケット予約時の同時入会可〜（年会費2,000円）

9/23 北川 翔 バラライカ・コンサート

特典1

チケットの先行予約 ※1

◎応募資格 ： 市内在住、在勤、在学の方

特典2

チケットの優待価格販売

◎応募期間 ： 5/15（日）〜 20（金）期間内必着

特典3

会員限定イベント

特典4

チケット送料無料、
コンビニ引取手数料無料

特典5

提携店での各種特典

特典6

広報紙や公演チラシ等の郵送

特典7

ドリンク割引券プレゼント ※2

特典8

施設利用の優待企画

nonowa
武蔵小金井
SOUTH

楽屋入口

※3

［往信・宛名面］〒184-0004 小金井市本町6-14-45
小金井 宮地楽器ホール
市内先行チケット係
［ 往 信・裏 面 ］①公演名・開催日 ②希望席種・枚数

◎入会方法

①インターネット ②窓口

◎会員期間

入会日から1年後の同月末日まで

◎お問合せ

042-380-8099（10:00〜19:00）

③郵送

※1 公演により、販売予定枚数・購入枚数に制限があります。
※2 2022年度大ホールでの主催公演時に使用できます。
（4/1時点で
会員の方）
※3 ①所蔵品展開催時に招待券(2枚)を郵送。②企画展開催時は会
員証提示で本人のみ無料。
※友の会特典は、主催公演と一部の共催・協力公演に限ります。

［返信・宛名面］①（お客様の）住所

小金井市役所

連 雀 通り
小金井
消防署前

前原坂上
小金井市役所
第二庁舎

● 電 車 JR中央線
「武蔵小金井駅」
南口駅前

● バ ス 小田急バス、関東バス、西武バス、
京王バス
「武蔵小金井駅」
下車徒歩1分

②（お客様の）氏名

・申込可能枚数：おひとりさま4枚まで
・限定30席（応募者多数の場合抽選）
・重複応募や記入不備、電話・FAXでの申し込みは無効
・配席はお任せいただきます。
・車椅子席、介助席は席数に限りがあります。
ご希望の場合は、その旨
をご記入ください。
※個人情報は、市内先行受付の抽選ならびに、当落結果送付以外の
目的では使用しません

［ご来場予定のお客様へ］お知らせとお願い

）

ロータリー

新宿

小
金
井
街
道

正面入口

イトーヨーカドー

◎抽 選 日 ： 5/22（日）

※市外在住で市内在勤・在学の方は、
勤務先・学校名も明記

（

南口
アクウェル
モール

フェスティバル
コート

③氏名（ふりがな） ④住所 ⑤電話番号

37.5度以上の発熱等の症状が
ある場合は、
ご入場いただけません。

武蔵小金井駅

八王子

◎応募方法 ： 往復ハガキ（1人1通）

2,000円

入場時の検温にご協力ください。

北口
JR中央線

◎ハガキ記入事項

小金井市立「はけの森美術館」入館無料

◎年 会 費

MEGA
ドン・キホーテ

〒184 ‑ 0004 東京都小金井市本町6 ‑14 ‑ 45
TEL : 042-380-8077（受付時間 9:00〜22:00）
［休館日］第2・3火曜日
（祝日の場合はその直後の平日）
、保守点検日

@koganei̲civic
イベント情報はもちろん、出演者のオフショットやレポート、
文化にまつわる豆知識などをつぶやいています。
ぜひフォローしてください！

感染予防および感染拡大防止のため、
みなさまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

必ずマスクを着用してご来場ください。

マスクを着用されていないか方は
（ご入場いただけません。
）

こまめな手洗い、
手指消毒、
「咳エチケット」の励行にご協力ください。

詳しくはこちらから
ご確認ください
▼

特典9

廣瀬 謙 （コントラバス・バラライカ）
内村さち（アルト・バラライカ）
國岡みずき（グースリ）

