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主催 :特 定非営利活動法人静岡交響楽団
共催 :静 岡市清水文化会館マ リナー ト 公益社 団法人 日本 オーケス トラ連盟
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慶応義塾大学、英国工立 ノーザ ン音楽大学指揮科卒業。「サ ー チ ャールズ グロー プス記念
奨学貨Jを 特例で受賛.1998年 BBCフ ィルの定期演奏会が「タイムズJFltな どで高 く評価 された
後、1994年 にfプ ロムスJで

BBCフ ィル を指揮 してデ ピュー。以降数多 くの海外オータス トラに

客演。
マンチェスター室内警弦楽FII、 日本フィルハーモニー交響楽団を経て、現在関西 フィルハーモ
ニーFl弦 楽団 汁席指Fll者 を務める。毎年 40公 演以上を指わ￨す る同楽日 とは今年 16シ ーズンロと
な り、一体感あふれるN31奏 はllに 聴衆を魅 了し高 く評価 をlj● る。

クラシ ック音楽 ファンを増や

したい との願いか ら、201441:10'Jよ りBSジ ャパンのIIFr番 制l「 エ ンター ザ

ミュージック

(41J

。l.le8o

週火咄 日 23時 〜Jに 参口,。 備抑 i」 会者 として、関′
Чフィルと共 に1,演 。

2002年 渡逓暁雄普楽基金十楽賞受賞。
公式ファンサイ ト httpプ /www fujioka‐ sach o com/

2003年 第 72回 日本音・llコ ンクール第 1位 、2006年 「プラハ のを J国 際 コンクール第 3位
(1位 な し)、 2008年 エ ン ソコ マ イナルディ国際 コ ンクール第 2位 .
これ まで読売 日響、 ア ンサ ンブル金沢、大阪 フィル、オ
し幌響、東響、都響、名古屋 フィル な ど
国内主要 ォー クス トラに招 かれ、小林研 ―郎、 グルハル ト ボ ッセ な ど著名指揮者 と共l● す る他、
ウィーン室 内管 、 プラハ響 との共演等、国内外で高 い評価 を得 る。

NHK大 河 ドラマ 「龍馬伝 」の 「龍馬伝紀行

(第 二部 )」 で音楽 を担当。 これ まで

ルバ ム と 1枚 の トリオ アルバ ム を リリー ス。現在 NHK

FMク

3枚 の ソロア

ラシ ック音楽番組 「きらク ラ !J

(毎 週 日曜 日/全 国放送 )で パー ソナ リティを務 める。2007年 ザル ツプル クのモ ー ツァル テウム

音楽大学 マ イスター課程 を満場 一致 の最高点 で卒業。2009年 齋藤秀雄 メモ リアル基金賞受 賞。

〜次 回公演 のご案 内〜
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20164月 29日 (全 祝)14:00開 演
指揮 :篠 崎清 ly.

(会 場

),関 市lt水 文化会alマ リナー トホール

ビア ノ :鈴 木 舞

ウェーバー/f魔 弾の射.■ J序 出l rl:1177
チャイコフスキー/ヴ ァイオリン協突‖￨二 短調 作1135
ベー トークェン/交 棒口1第 5■ ′
颯 調 作li67「 運命
J

静岡市清水文化会館 マ リナー ト
〒424‐ 0823 静岡市清水区島崎町214

JR「 清水」駅みな と口 (東 口)よ り 徒歩約 3分

静 岡鉄遺 「新清水」駅 よ り 徒歩 的

10分

X一 般来場者用の駐車場 駐哺場はこざいません.お 車及び自転車
でお越しの方はt清 水駅東口臓車場 駐輸場 (有 料)ほ か、近隣
の有料駐車場をご利用ください。

ご来場の際は公共交通機関をこ利用 くださしヽ
。
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