関西元気文化圏参加事業

第36回
第35回

期演奏会
ア
定
ィ
デ
カ
アル
ー モーツァルトの愛の贈り物 ー

神戸新聞 松方ホール

入場料 全自由席 ＝5,000円(前売)

Kobe Shimbun Matsukata Hall

＊就学前のお子様のご入場はご遠慮下さい。

（地下鉄ハーバーランド駅、JR「神戸」駅下車徒歩10分、神戸情報文化ビル4階）

2017年

5,500円(当日)

〔松方ホール友の会：4,700円（前売のみ松方ホールチケットオフィスにて取り扱い）〕

11 26
月

14

日
（日）

時 開演

（13時30分 開場）

Sunday, 26. November 2017, 14:00

W.A. モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart
ー オール・モーツァルト・プログラム ー Mozart Matinee
● 歌劇
●

ルチオ・シルラ K.V.135より 序曲
Ouvertüre aus Lucio Silla K.V.135

● ピアノ協奏曲

●

第20番 ニ短調 K.V.466
Konzert für Klavier und Orchester Nr.20 in d-moll K.V.466
●ミサ曲

●

ソ プ ラ ノ・寺本
ア ル ト・大賀

テ ノ ー ル・安川
バ

ス・近藤

ピ ア ノ・池田
指

揮・黒岩

ハ長調 K.V.317 載冠ミサ
Missa in C-dur K.V.317 “Krönungsmesse”

郁子
真理子
忠之
修平
洋子
英臣

主

催

●
●

後

援

オーケストラ・アルカディア室内管弦楽団

コ ー ラ ス・アルカディア室内合唱団 ＆

アルカディア・グローバル合唱団
プロデュース・中村 八千代
お問い合わせ

● 公益財団法人アルカディア音楽芸術財団

T e l. 0797(34)4333
Fax. 0797(34)5800

E-mail:arcadia@fa.mbn.or.jp

●

協

力

●

公益財団法人アルカディア音楽芸術財団
神戸新聞社
一財 神戸新聞文化財団
兵庫県

●

阪神南文化振興団体連絡協議会

●

オランダ王国大使館
神戸女学院めぐみ会

●

公社

●

神戸芸術文化会議

●

公財 アーツフランダース・ジャパン

●

岸和田文化事業協会

●

社福 日本ライトハウス

チケット発売所
●松方ホールチケットオフィス（日・祝日は休業） Tel.078（362）7191
（神戸ハーバーランド・神戸情報文化ビル4階）

Tel.0570（084）005
●ローソンチケット Lコード 55524
●神戸国際会館プレイガイド（神戸国際会館2階） Tel.078（230）3300
● 公益財団法人アルカディア音楽芸術財団

Tel.0797（34）4333 Fax.0797（34）5800
E-mail:arcadia@fa.mbn.or.jp

公益財団法人アルカディア音楽芸術財団
〔理事長〕中村 八千代
〔所属団体〕アルカディア室内管弦楽団 アルカディア室内合唱団
〔併設教室〕
（音楽教室）

〔専務理事〕寺本 郁子
アルカディア・グローバル合唱団 アルカディア弦楽四重奏団

1996年に兵庫県より音楽の芸術文化団体としては初めて財団法人の認可を受け、㈶アルカディア音楽芸術振興財団を設立し、
さらに2010年6月に内閣府より公益財団法人の認定を得られ、公益財団法人アルカディア音楽芸術財団として新たに出発した。
1980年に前身団体を設立以来37年間、関西を中心に幅広く演奏活動を行って来たが、さらに公益財団法人として我が国の音楽
芸術及び文化の向上発展に寄与することを目的に、国内外で活動を展開している。
海外より一流の指揮者、ソリスト、合唱団を招聘し、財団所属のソリスト、オーケストラ、合唱団と共演して質の高い演奏会を開催
するほか、これまでに16回の海外公演を実施するなど国際文化交流の推進にも貢献している。
病院や高齢者施設での慰問コンサート、小･中･高等学校でのコンサート等も行い、音楽の普及振興に努めている。
また視覚障がい者を主催演奏会へ招待し、生の音楽を楽しんで頂く機会を提供し、盲導犬育成支援の寄附活動も行っている。
2012年12月に財団の本拠地となるアルカディア･グレースホール＆アルカディア･マリーサロンを芦屋市に開館した。
2001年 兵庫県芸術奨励賞 受賞。 2014年 芦屋市民文化賞 受賞。

中村 八千代・プロデュース・理事長

Yachiyo Nakamura

神戸女学院大学音楽学部フルート専攻卒業。卒業後すぐに渡独。
３年半の間ハノーヴァー国立音楽芸術大学（ソリストクラス）とヴュルツブル
グ国立大学に学び、
８０年帰国後、大阪フィル等のオーケストラと共演するなど、独奏活動と公益財団法人アルカディア音楽芸術財団の前身団
体を設立。以来３7年間、国内のみならず公益財団法人アルカディア音楽芸術財団を率いてヨーロッパ、アメリカ、カナダ、シンガポール、オー
ストラリア、グァテマラ、バングラデシュ等で計１６回の海外公演を行う。
９１年 井植文化賞(国際交流部門)受賞。 ９５年 半どんの会文化賞(文化功労賞)受賞。
2013年 兵庫県功労者表彰【文化功労】受賞。
2010年６月に内閣府より 公益財団法人の認定を得て、現在、公益財団法人アルカディア音楽芸術財団・理事長。
アジア・フルート連盟、兵庫県地域文化団体協議会、阪神南文化振興団体連絡協議会、岸和田文化事業協会・各理事。
日本演奏連盟、日本フルート協会、神戸芸術文化会議、神戸音楽家協会・各会員。

寺本 郁子・ソプラノ・専務理事

Ikuko Teramoto

神戸女学院大学音楽学部声楽専攻卒業。公益財団法人アルカディア音楽芸術財団の独唱者として１６回の海外公演と多数の演奏会に出演。
関西各地で数多くのリサイタルを開催。
９１年 ドイツ・ヨーロッパ音楽祭のバッハ・アカデミーで、イギリス・バロック管弦楽団と共演。アメリカ
各地、カナダ、
ドイツ、オーストラリアの音楽祭、
２００３年には、中米グァテマラでリサイタルを行い、観客総立ちの絶賛を博す。同年、ラジオ・カ
ナダより招かれ、全土放送。
２００５年、在バングラデシュ日本大使館の招聘により、
リサイタルを行い絶賛を博す。
２００７年、ヨーロッパ・リサイタルツアーとして、ウィーンのシューベルト教会、バチカン日本大使公邸ほか数ヵ所で公演。
気品あふれる質の高い歌唱は、国内外で高い評価を受けている。
９８年 神戸新聞松方ホール音楽賞 「大賞｣受賞。 ２００５年 平成１７年度 神戸市文化奨励賞 受賞。
現在、公益財団法人アルカディア音楽芸術財団・専務理事。日本演奏連盟、神戸芸術文化会議、神戸音楽家協会・各会員。岸和田文化事業協会・理事。

主催演奏会ご案内

9月16日（土）

ー平成29年度兵庫県舞台芸術団体フェスティバルー

第26回アルカディア特別演奏会
4:00p.m.

ソプラノ・寺本
ピアノ・内田

ート
郁子 フル
プロデュース・中村 八千代 フルート・三浦 緑 オルガン・前田 直子

黒岩 英臣・指揮

博世 宇野 洋子 隅谷 博恵 大原 直子

2018年

池田 洋子・ピアノ

ーアルカディア イースターコンサート №37ー

3月16日（金） 追悼の祈りと希望のコンサート
ソプラノ・寺本

7:00p.m.
郁子 フルート／指揮
プロデュース・中村 八千代

ほか

アルカディア室内合唱団（女声）&アルカディア·グローバル合唱団

アルカディア・グレースホール
＆

アルカディア・マリーサロン
阪急 芦屋川 駅より徒歩1分／JR 芦屋 駅より徒歩10分

貸館使用ご好評受付中！
白い漆喰の壁、クラシカルな内装の豊かな響きのホールです。
コンサート、リサイタル、発表会、リハーサル、学術セミナー
等の会場としてご利用下さい。
アルカディア・グレースホール／アルカディア・マリーサロン
（120席まで）
（30席まで）
ご予約・お問い合わせ

公益財団法人アルカディア音楽芸術財団

〒659-0083 芦屋市西山町11-7-1 ヴィラ・アルカディア

大賀 真理子・アルト 安川 忠之・テノール 近藤 修平・バス

≡ ご 寄 附 の お 願 い ≡
当法人では、皆様からのご寄附を大切な活動財源として、音楽芸術の普
及振興に取り組んでおります。頂いたご寄附は、当法人の演奏会事業を中
心とする公益事業に使用させて頂きます。ぜひとも当法人へのご寄附を
通して、関西の音楽芸術をご後援下さいますようお願い申し上げます。
ご寄附についてのお問い合わせは、下記までお寄せ下さいませ。
当法人は、税制上の特定公益増進法人に該当しております。個人でご寄附
頂いた場合には、所得税の減税（寄附金控除）をお受け頂けますので大変
お得です。法人でご寄附頂いた場合にも、法人税法上の特典があります。
お問い合わせ

