
日立システムズホール仙台・
コンサートホール会場

仙台フィル・マスコットキャラクター
©MIKIO IGARASHI／S.P.O主催：公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団

後援：宮城県、仙台市、宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、仙台商工会議所、 ○再生紙を使用しています。　○このチラシはリサイクルできます。
※開演（演奏）中の客席への入退場は一切お断りいたします。　※やむを得ない事情により出演者・曲目等が変更になる場合もございますので、あらかじめご承知おきください。
※不可抗力により表記日時の催物を中止する場合以外は、料金の払い戻しをいたしません。　※ご来場の際には、近隣の駐車場には限りがございますので、地下鉄やバス等の公共交通機関をご利用ください。

仙台フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会

【A4チラシ：裏】【A4チラシ：表】

パスカル・ヴェロによる2月定期をもっと楽しむための事前レクチャー開催予定！
本演奏会に伴い、2月7日（日）に、事前のレクチャーを開催いたします。指揮のパスカル・ヴェロが解説をし、本番で取り上げる曲をご紹介します。
詳細は、仙台フィルホームページや演奏会会場等で追って発表をいたします。

定期演奏会 お得で便利なチケット

プロコフィエフ
古典交響曲 ニ長調 作品25

S.Prokofiev
Symphonie classique in D major, Op.25

ショスタコーヴィチ
ヴァイオリン協奏曲第１番 イ短調 作品77

D.Shostakovich
Concerto for Violin and Orchestra, No.1 in A minor, Op.77

プロコフィエフ
バレエ音楽「ロメオとジュリエット」作品64より

S.Prokofiev
From “Romeo and Juliet” Ballet Music, Op.64

ロビーコンサート＆プレトークあり

2 / 12 .13
午後3時開演
午後2時30分開場

午後7時開演
午後6時30分開場

（金） （土）
2016

第298回/2月
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指揮：
パスカル・ヴェロ

10月14日（水）発売 仙台フィルサービス 022-225-3934お申し込み
お問い合わせ

○チケットぴあ ○ローソンチケット ○イープラス ○藤崎 ○仙台三越
※ユース席の取り扱いは、仙台フィルサービスおよびチケットぴあ、ローソンチケット、イープラスのみ、
　Z席の取り扱いは仙台フィルサービスのみとなります。

プレイガイド

S席：￥5,000（￥2,000）  A席：￥4,500（￥1,500）
Z席：￥2,000
※括弧内ユース料金・・・演奏会当日に25歳未満の方が対象　※未就学児童の同伴入場はできません。　

全 席
指 定

仙台フィル

Conductor：Pascal VERROT指揮：パスカル・ヴェロ（仙台フィル 常任指揮者）
　1959年フランス生まれ。1985年民音指揮コンクールで第3位及び齋藤秀雄特別賞を受賞。小澤征爾の招請によるボス
トン交響楽団副指揮者就任を皮切りに、ケベック交響楽団音楽監督、新星日本交響楽団首席指揮者を歴任。フランスで
はピカルディ管弦楽団音楽監督、コンピエーヌ帝国劇場芸術監督、ディジョン歌劇場音楽監督を務めた。
　2010年には、ディジョン歌劇場でのプロコフィエフ「3つのオレンジへの恋」がフランス音楽批評家協会クロード・ロスタン賞
を受賞。
　2006年4月より、仙台フィルハーモニー管弦楽団常任指揮者に就任。2010年の第250回定期演奏会（ドビュッシー「ペレ
アスとメリザンド」全幕）をはじめ、豊かな色彩と躍動感のある音楽で多くの人を魅了し続けている。2013年3月には、
（独法）国際交流基金の依頼で仙台フィルとともにロシアのサンクト・ペテルブルクとモスクワを訪れ、ドビュッシー「海」「夜想曲」
などを演奏し満場の喝采を受けた。

Violin：Svetlin ROUSSEVヴァイオリン：スヴェトリン・ルセフ
　ソリスト、室内楽奏者、コンサートマスター、指導者として幅広く活動を続けるヴァイオリニスト。チョン、フライシャー、
メニューイン、ヤノフスキ、ロト、ヴェロなど世界的指揮者の下で演奏、ルイサダ、ル・サージュ、タメスティ、メイエ、ルルーなどと
共演を重ねる。現在、フランス国立放送フィルのコンサートマスター、ソウル・フィルの首席客演コンサートマスターを任され、
パリ国立高等音楽院教授の職にある。
　仙台とは縁が深く、2001年第1回の国際音楽コンクール優勝、第5回のコンクールでは審査委員を務めた。
　使用楽器は、日本音楽財団から貸与されているストラディヴァリウス 1710年製ヴァイオリン「カンポセリーチェ」。

ロシア・ソビエト音楽の滋味、幻想と躍動

ヴァイオリン：スヴェトリン・ルセフ

（吉川和夫による聴きどころ）

©JulienBenhamou

　柔らかく美しい音で、2001年第1回仙台国際音楽コン
クールのヴァイオリン部門第1位、バッハ賞、聴衆賞などの
栄誉に輝き、第5回では審査委員をつとめたスヴェトリン・
ルセフが満を持して定期演奏会に登場！曲は、セミ・
ファイナルにも選んだショスタコーヴィチ。交響曲に匹敵
する深みを持った近代の名協奏曲。そして、アメリカや
ソビエトの音楽に新境地を拓いている常任指揮者ヴェ
ロが選ぶのは、プロコフィエフの人気の高い2作品！

copyright 2015 © FONDAMENTA

定期演奏会のS席・A席をお求めのお客様が、小学生のお子様と一緒にご入場の場合、お子様の料金が￥1,000になります。
※S席・A席いずれも同伴者の隣のお席を対象とします。
※オープン会員、他の割引制度との併用はできませんが、定期会員、シルバー割引のお客様にはご利用いただけます。その際、お席の変更をお願いする場合もございます。

With.Jr
チケット

定期演奏会休憩以降をお聴きいただける「ＬＡＴＥチケット」を販売しております。
LATE
チケット

※ご入場は前半終了後となります。※当日券が販売終了となった場合はLATEチケットの販売はございません。

入場料 販売方法￥2,500 ※券種、席番等の指定は出来ません。 演奏会当日、開演後～休憩まで販売いたします。事前の販売は行いません。
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