《デビュー50周年記念》

日本人初のウィーン国立歌劇場専属歌手

白石敬子 ソプラノ・リサイタル
�iroko �hiraishi �oprano �ecital

2017年

10 21
月

日

14:00開演／13:30開場

紀尾井ホール

Saturday, 21. October 2017 14:00 Kioi Hall, Tokyo

￥6,000／ ￥5,000／ ￥4,000

★主催／チケッ
ト取り扱い／お問合せ：

カメラータ
・
トウキョウ

夕映えに

春の信仰

FranzSchubert

Im Abendrot D.799

Frühlingsglaube D.686

至福

糸を紡ぐグレートヒェン

Seligkeit D.433

Gretchen am Spinnrade D.118

リヒャルト・シュトラウス

親しき幻影

君こそ私の心の冠

Richard Strauss

Freundlich Vision Op.48/1

Du meines Herzens Krönelein Op.21/2

あすの朝

献呈

Morgen Op.27/4

Zueignung Op.10/1

ヨハネス・ブラームス

あなたの青い瞳

調べのように

Johannes Brahms

Dein Blaues Auge Op.59/8

Wie Melodien ziehtes es mir Op.105/1

永遠の愛

Vergebliches Ständchen Op.84/4

Von ewiger Liebe Op.43/1

團伊玖磨：はる

越谷達之助：初恋

Japanese traditional songs

Ikuma Dan

Tatsunosuke Koshitan

フーゴ・ヴォルフ

●やむを得ない事情で曲目等が変更になる場合がありますのであらかじめご承知おき下さい
●未就学児の入場はご遠慮下さい ●チケットの価格は税込です

甲斐なきセレナーデ
日本歌曲

03-5790-5560

●後援：オーストリア大使館／日本演奏連盟

�etsu �uroi, piano

フランツ・シューベルト

四ツ谷駅
（JR線・丸の内線・南北線）
／麹町駅
（有楽町線）
／赤坂見附駅
（銀座線・丸の内線）
永田町駅
（半蔵門線・有楽町線）
から徒歩6〜8分

●全席指定：

室井 摂

ピアノ：

Hugo Wolf

小松耕輔：母

小林秀雄：落葉松

Kosuke Komatsu

Hideo Kobayashi

（全4曲）
歌曲集《ミニヨンの歌》
Mignon-Lieder

私に語れと命じないでください
ただ憧れを知る人だけが
もうしばらく
このままの姿にしておいてください
君よ知るや南の国

Hess mich nicht reden
Nur wer die Sehnsucht kennt
So laß mich scheinen
Kennst du das Land

プロフィール

●白石敬子（ソプラノ）……… Hiroko Shiraishi, soprano

日本を代表する国際的なオペラ歌手。武蔵野音楽大学卒業・専攻科修了。オペラ
《フィガロの結婚》
の伯爵夫人でデビュー。国際ロー
タリ財団奨学生としてウィーン国立音楽大学に留学、最優秀首席で卒業。グロスマン、ギューデン、スワロフスキー、
ヴェルバ、ショルム、
ミラノでグアリーニの下で研鑽を積む。
（ヴィーニャス優勝、ミュンヘン第 2 位、ブッセート第 3 位）
に入賞。1976 年に日本人初のウィーン国立歌劇場
1974 年、国際コンクール
の専属歌手となり、名指揮者のエレーデ、パタネー、シュタイン、ドホナーニ、宮廷歌手のニルソン、コソット、ルードヴィッヒ、ドミ
《エレクトラ》
でウィーン・フィルハー
ンゴ、ベリー、ギャウロフたちと共演。ドイツとオーストリアのテレビに出演。1980 年、日本公演の
モニー管弦楽団と共演。名テノールのゲッダと共演。ウィーン、バルセロナ、ジュネーヴ、プラハなどヨーロッパの主要歌劇場と日本で
《椿姫》
《ファウスト》
《ウィンザーの陽気な女房たち》
《トゥーランドット》
《リエンツィ》
《魔笛》
の主役で賞
《蝶々夫人》
《ボエーム》
《オテロ》
《ボエーム》
でドヴォルスキーと共演、東京でのリサイタルも成功を収める。
賛される。2003 年、プラハ国立歌劇場のデビュー 35 周年記念
コンサートの分野でもオーストリア、イタリア、ドイツ、スペイン、オランダを中心に活躍。リサイタルは 170 回余におよぶ。NHK
ニューイヤー・オペラコンサートに連続出演。ブロムシュテット、小澤征爾、アルブレヒト、若杉弘の指揮でウィーン交響楽団、ライプ
ツィヒ・ゲヴァンドハウス管弦楽団、スイス・ロマンド管弦楽団、NHK 交響楽団、新日本フィル、読売日響、東京フィル、大阪センチュ
リー交響楽団と共演。アテネオリンピック記念ミトロプーロス国際声楽コンクールや日本モーツァルト音楽コンクール、藤沢オペラコ
ンクールの審査員を歴任。オーストリア共和国褒章、国際 RC 財団学友賞受章。
ヴォルフ、
2000 年から井坂紘氏との 10 枚の CD 録音を通して芸術的に新境地を開拓。シューベルト、R・シュトラウス、シューマン、
モーツァルト、ブラームス、マーラーのアルバムはウィーンでも好評を得る。阪神大震災や東日本大震災のチャリティーコンサートに
も積極的に参加。

●室井 摂（ピアノ）……… Setsu Muroi, piano

桐朋学園大学ピアノ科卒業。2008 年まで、声楽伴奏非常勤講師を勤める。
ザルツブルグ夏期講習会で E・ヴェルバ氏のリートクラスを受講、フランドル音楽祭に参加し、全ヨーロッパに実況中継される。
歌曲伴奏法を K・リヒタ̶氏に師事する。2004 年 E・アメリンクと J・デ̶ムスのリートクラスを受講し、デームス氏より絶賛される。
ドイツ歌曲をライフワークとして、2000 年より 歌曲の世界 シリーズを主催し、 作曲家の記念年 をコンセプトとして、昨年 3 月
までに 6 回のコンサートを開催して毎回好評を得ている。
オペラのコレぺティとして多くの団体の公演に参加し、コンサートやコンクールのピアニストとしても絶大な信頼をえている。
現在、昭和音楽大学及び大学院の声楽伴奏非常勤講師。
ふ る

CDブック

さ と

ウィーン わが故郷の街

白石敬子・白石隆生＝共著

日本人初のウィーン国立歌劇場専属歌手・白石敬子が、デビュー 50 周年を機に、ウィーンでの研鑽・演奏・世界的演
奏家との交流、日本での活動、病気との闘いなどを綴った本と、未発表音源を含む CD が一体となった CD ブック。妻・
敬子を支えたピアニスト白石隆生によるウィーン名歌手へのインタヴュー原稿も掲載。

《書籍》目次より
ウィーン わが故郷の街……白石敬子

1969年、あこがれの街ウィーンへ／レッスンとオペラ漬けの日々／数々の国際コンクール入賞〜ウィーン国立歌劇場専属へ
初シーズン、
日本公演の思い出／さまざまな劇場へ客演／地元藤沢での演奏活動／レコーディングのこと／病気との闘い, etc.

ウィーンの名歌手たちを訪ねて……白石隆生

ヒルデ・ギューデン／エーリッヒ・クンツ／カール・デンヒ／セーナ・ユリナッチ

《CD》収録曲目

6月25日
発売

：夕べの想い K.523 x シューマン：この指につけた指輪よ〜 女の愛と生涯 作品42より
z モーツァルト
：彼女を愛そう
c R.シュトラウス：九月〜 四つの最後の歌 より v ケルビーニ：アヴェ・マリア b モーツァルト
〜 羊飼いの王様 K.208より n マーラー：美しいトランペットが鳴り響くところ〜 子供の魔法の角笛 より
：夢に見し花嫁姿〜 皇帝ティートの慈悲 K.621より , ツェラー：チロルでバラを贈るとき〜 小鳥売り より
m モーツァルト
. シュトルツ：プラター公園の春 ⁄0 プッチーニ：私のお父さん〜 ジャンニ・スキッキ より

白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ／指揮）

［書籍付きCD］
CMBK‑30005 ￥2，
700（税込）

ペーター・シュミードル（クラリネット）v,m／ヴォルフガング・シュルツ（フルート）b／湘南室内合奏団 v-.

白石敬子のCD � 好評発売中
マーラー歌曲集

シューマン歌曲集

白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）
［CD］
ＣＭＣＤ‑28171 ￥2，
800（＋税）
★録音：2008年5月／山梨

ブラームス歌曲集
白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）
［CD］
ＣＭＣＤ‑28133 ￥2，
800（＋税）
★録音：2006年10月／山梨

モーツァルト 歌曲 & アリア集
白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）
繁桝百合子（ヴァイオリン）／浜中浩一（バセット・ホルン）

［CD］CMCD‑28106 ￥2，
800（＋税）
★録音：2005年11月／栃木

★録音：2002年3月／栃木

献呈〜R.シュトラウス歌曲集
白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）

［CD］28ＣＭ‑632 ￥2，
800（＋税）
★録音：2001年1月／埼玉

音楽によす
〜シューベルト歌曲集
白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）
鈴木良昭（クラリネット）
［CD］28ＣＭ‑592 ￥2，
800（＋税）

デビュー45周年記念

白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）
［CD］
ＣＤＴ‑1095 ￥2，
200（＋税）
★録音：2012年10月／東京
（ライヴ録音）

白石敬子リサイタル 2007
デビュー40周年記念

白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）
［CD］
ＣＤＴ‑1074 ￥2，
200（＋税）
★録音：2007年10月／東京
（ライヴ録音）

白石敬子リサイタル 2002
白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）

［CD］
ＣＤＴ‑1056 ￥2，
200（＋税）
★録音：2002年10月／東京
（ライヴ録音）

★録音：2000年1月／山梨

旅のモーツァルト

ヴォルフ歌曲集
白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）
［CD］
ＣＭＣＤ‑25031 ￥2，
500（＋税）
★録音：2005年5月／栃木

●発売元：㈱

白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）
［CD］
ＣＭＣＤ‑28006 ￥2，
800（＋税）

白石敬子リサイタル 2012

ピアノ作品集
白石隆生（ピアノ）

［CD］
ＣＭＣＤ‑28118 ￥2，
800（＋税）
★録音：2006年3月／栃木

www.camerata.co.jp

facebook.com/cameratatokyo

白石敬子リサイタル 2000
白石敬子（ソプラノ）／白石隆生（ピアノ）

［CD］
ＣＤＴ‑1043 ￥2，
200（＋税）
★録音：2000年5月／神奈川
（ライヴ録音）

