ベートーヴェン生誕 250 年記念 特別企画 全８回（2019. ４ -2020.12）

イリーナ・メジューエワ
ピアノリサイタル

ベートーヴェン ピアノソナタ全32曲 リサイタルシリーズ

© 磻田 聖二

第８回

2020 年 12 月 12 日（土） 14：00 開演 13：30 開場

10/11（日）10 時より発売

ピアノソナタ：第 30 番 Op.109 ホ長調／第 31 番 Op.110 変イ長調／第 32 番 Op.111 ハ短調

指定席＝（1階
階中央ブロック
B 列 7〜18、C 列B7〜17、
列〜E 列の
D 列 7〜18、
46 席限定）
E 列 7〜17、
一般 3,500
K 列のみ）一般
円 3,500 円
自由席＝一般
一般 3,000 円
円 学生
学生 1,800 円
円 ハーフ
ハーフ 60
60（後半当日券）
1,800 円 1,800 円

※公演内容（使用座席、
曲目、日程）
などについて、様々な事情によりやむを得ず変更となる場合も想定されます。
ご了承ください。
※未就学児のご入場は、
※やむをえず、
曲目などに変更がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。 ※未就学児のご入場は、
ご遠慮ください。ご遠慮ください。

振替公演について
下記 2 公演は、新型コロナウィルス感染症の影響により 2021 年 1 月 16 日（土）に日程を変更して開催の予定です。2020 年 4 月 4 日に予定され
ていた本公演のチケット（宗次ホールチケットセンターにて購入分）をお持ちの方へは使用座席数、日程が確定次第ご連絡を差し上げます。お手元
にチケットをお持ちの方は、そのまま保管をお願いします。第 5 回、第 6 回公演についての新規ご予約は現在受付ておりません。ご了承ください。

第５回の振替 ピアノソナタ：第 7 番 Op.10-3 ニ長調

第 12 番「葬送」Op.26 変イ長調

第６回の振替 ピアノソナタ：第 13 番 Op.27-1 変ホ長調

第 18 番 Op.31-3 変ホ長調

第 8 番「悲愴」Op.13 ハ短調

第 14 番「月光」Op.27-2 嬰ハ短調

第 28 番 Op.101 イ長調

第 27 番 Op.90 ホ短調

当面の間、感染対策のため座席定員を減らしての開催となります。
（チャリティシートの設定はございません）
中止・振替等が発生する場合がございます。最新の情報は宗次ホールホームページまたはお電話でお問い合わせください。
12 月 12 日公演は 宗次ホールチケットセンターにて下記の方法で受付
10 月 11 日（日） 「指定席」をご希望の方は、お電話で受付 「自由席」をご希望の方は WEB からも

10 時より 販売開始

TEL：052（265）1718

専用受付フォーム →
（当日支払い／チケットレス）

営業時間：10：00〜16：00

不定休

緊急告知 11 月にも出演決定！！

イリーナ・メジューエワの
気まぐれ♪コンサート
シューベルト：４つの即興曲 作品 90
ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品 60
他

2020 年 11 月 15 日（日） 14：00 開演 13：30 開場（休憩なし／約 60 分）
自由席 一般 3,000 円
10 月 11 日（日）10 時より発売
お申し込みは
ちょこっとスムーズ

宗次ホールチケットセンター

（当日支払い／チケットレス）

（営業時間 10：00〜16：00）

専用受付フォーム

TEL：052（265）1718

イリーナ・メジューエワ

Irina Mejoueva, Piano

ロシアのゴーリキー（現ニジニー・ノヴゴロド）生まれ。モスクワの
これまでにロッテルダム・フィル、プラハ響、ロシア響、高雄市響
グネーシン特別音楽学校とグネーシン音楽大学（現ロシア音楽アカデ （台湾）、日本フィル、新日本フィル、東響、東京都響、読売響、神奈川
ミー）でウラジーミル・トロップに師事。1992 年ロッテルダムで開催 フィル、京都市響、日本センチュリー響、大阪響、兵庫芸術文化セン
された第 4 回エドゥアルド・フリプセ国際コンクールでの優勝後、オラ ター管、九州響、広島響、山形響、セントラル愛知響などのオーケス
ンダ、ドイツ、フランスなどで公演を行う。
トラと共演。
1997年からは日本を本拠地として活動。
2002年、
スタインウェイ・ジャ
ＣＤ録音にも精力的で、これまでに多数のアルバムをリリース。
パンによる国内コンサートツアー。2003年、サンクトペテルブルク放送 「ショパン：ノクターン全集」は 2010 年度レコードアカデミー賞（器
交響楽団と日本国内４都市で共演。2005 〜 06年にはザ・シンフォニー 楽曲部門）受賞。2006 年度青山音楽賞受賞。2015 年、第 27 回ミュー
ホール（大阪）で４回にわたるリサイタル・シリーズを開催。2006年から ジック・ペンクラブ音楽賞（クラシック部門、独奏・独唱部門）受賞。
は毎年京都でリサイタルを行うなど、精力的な演奏活動を展開している。 『ピアノの名曲 聴きどころ 弾きどころ』（講談社現代新書）を出版。

【 お客様へのお願い 】

至テレビ塔

来館時、お手洗い使用後の手洗いや消毒にご協力ください。
館内ではマスクを着用してください。

地下鉄12番出入口
栄

愛知芸術
文化センター

テレピア
ホール

中部電力
マクドナルド
ベストウェスタン

1F

東新町

東急ホテル

ローソン

セブンイレブン

中区役所

ホテル名古屋
︵ スターバックス︶

広小路通
旧中日ビル

三越

スタッフの勤務方法と共に、この他にも各感染予防対策を実施いたします。
詳しくは、ホームページ www://munetsuguhall.com をご覧ください。

栄駅

東海テレビ

錦通

地下鉄東山線

地下鉄名城線

開場時、お手洗い利用時の整列では間を空けてお並びください。

オアシス
21

東新町
出口

NHK
名古屋放送局

名古屋高速 都市環状線

久屋大通

発熱など、体調に不安のある方はご来場をお控えください。

■交通アクセス
地下鉄栄駅⑫番出口より東へ徒歩 4 分

名古屋市中区栄 4-5-14 〒460-0008
TEL：052（265）1715 FAX：052（265）1716
E-mail info@munetsuguhall.com
URL www.munetsuguhall.com
宗次ホールチケットセンター

至丸太町

営業時間：10：00〜16：00

※13：45 以降に開演の公演がある場合は 18：00 まで営業

