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お問合せ・お申込み

ゲスト
司会・お話司会・お話
    ベリッシモ・フランチェスコベリッシモ・フランチェスコ

（料理研究家）（料理研究家）
両声ヴォーカリスト両声ヴォーカリスト
    マリア セレン マリア セレン ★

司会・お話
  ベリッシモ・フランチェスコ

（料理研究家）
両声ヴォーカリスト
  マリア セレン ★

開演開演 午後2時開演 午後2時 開場 午後1時30分開場 午後1時30分

2015152015 （水・祝）（水・祝）1212.232312.23
サントリーホール  ブルーローズサントリーホール  ブルーローズサントリーホール  ブルーローズ

♪2016年は創立55周年！！♪2016年は創立55周年！！
感謝を込めて2016年3月末日までのお得な会員ご入会・ご継続を設定しています！感謝を込めて2016年3月末日までのお得な会員ご入会・ご継続を設定しています！
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ヴァレンティーニヴァレンティーニ　クリスマス・シンフォニークリスマス・シンフォニー
Giuseppe Valentini （1681-1753）Giuseppe Valentini （1681-1753）
“Christmas symphony”“Christmas symphony”

カッチーニカッチーニ　（ウラディーミル・ヴァヴィロフ）（ウラディーミル・ヴァヴィロフ）　アヴェ・マリアアヴェ・マリア　★　
Giulio Caccini （1545?-1618）－（Vladimir Vavilov 1925-73）Giulio Caccini （1545?-1618）－（Vladimir Vavilov 1925-73）

"Ave Maria""Ave Maria"

T.ジョルダーニT.ジョルダーニ　「いとしい私の恋人」カロ・ミオベン「いとしい私の恋人」カロ・ミオベン　★　　
Tommaso Giordani Tommaso Giordani （1730-18061730-1806）

"Caro mio ben""Caro mio ben"

J.S.バッハJ.S.バッハ　G線上のアリアG線上のアリア　管弦楽組曲第3番管弦楽組曲第3番　BWV1068 よりBWV1068 より　
Johann Sebastian Bach （1685-1750）Johann Sebastian Bach （1685-1750）　
"Air"　Suite Nr. 3 D-Dur BWV 1068"Air"　Suite Nr. 3 D-Dur BWV 1068

サルトーリサルトーリ　タイム・トゥ・セイ・グッバイタイム・トゥ・セイ・グッバイ（コン・テ・パルティロ）（コン・テ・パルティロ）　
詞　クアラントット詞　クアラントット　★Francesco Sartori （1957-）Francesco Sartori （1957-）

 "Con te partirò" （Time to say goodbye） by Lucio Quarantotto （1957-2012） "Con te partirò" （Time to say goodbye） by Lucio Quarantotto （1957-2012）

A.ロイド-ウェッバーA.ロイド-ウェッバー　ピエ・イエスピエ・イエス　「レクイエム」より「レクイエム」より
Sir Andrew Lloyd-Webber （1948-）Sir Andrew Lloyd-Webber （1948-）　
Pie Juesus from "Requiem"Pie Juesus from "Requiem"

賛美歌賛美歌　荒野のはてに荒野のはてに　★　
HymnHymn　
Gloria,in excelsis DeoGloria,in excelsis Deo

アンダーソンアンダーソン　そりすべりそりすべり　
Leroy Anderson （1908-1975）Leroy Anderson （1908-1975）　
Sleigh RideSleigh Ride

ヴィヴァルディヴィヴァルディ　ヴァイオリンのための協奏曲集ヴァイオリンのための協奏曲集 『四季』『四季』 よりより
　ヘ短調ヘ短調　”冬””冬”　RV297RV297

ヴァイオリン独奏　ヴァイオリン独奏　水谷 晃水谷 晃
A.VivaldiA.Vivaldi (1678-1741) (1678-1741)

Concerto per violin in fa min. "L'inverno" RV 297Concerto per violin in fa min. "L'inverno" RV 297
Solo violin Akira MizutaniSolo violin Akira Mizutani

ジャズ ジャズ クリスマスクリスマス　
Jazz Christmas'medleyJazz Christmas'medley

ユー・レイズ・ミー・アップユー・レイズ・ミー・アップ　★　
"You Raise Me Up" "You Raise Me Up" 
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Belissimo Francesco

～～～～～～～～～ MMMMMMMMMMMMMaria deell sorrrrissoo ほほええみみののマママママママママママママママママリリリリリリアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア～～～～～～～ Maria del sorriso・ほほえみのマリア ～
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両声ヴォーカリスト　マリア セレン

　2016年に創立55周年を迎える日本を代表する室内合奏団。
1961年結成、東京藝術大学の出身者らにより設立、70年代にヨーロッパ公演を成功させ揺るぎない
地位を築いた。
弦楽五部とチェンバロの12名の編成は創立以来変わらず、1985年より現・音楽監督、チェリストの渡部
宏が中心となり、さらなる音の拡がりを求め、全員男性奏者によるメンバーに一新、イタリアンバロック
サウンドを充実させる。巨匠ヴィヴァルディの遺した膨大な数のヴィルトゥオーソ作品を紹介することは
活動の重要な柱でもあり、同時にバロック音楽のみならず古典から近現代の作曲家の作品の幅広い
レパートリーにも積極的に取り組んでいる。指揮者を置かず生み出される演奏からは、緊張感そしてダイ
ナミックで重厚なサウンドに溢れ、自由性をもった音楽表現の濃（コマ）やかさが高く評価される。尚、コン
サート・マスターは1985年以降は客員としている。
ゲストソリストには ピーナ・カルミレッリ（ヴァイオリン）、アンドレア・グリミネッリ（フルート）、ミカラ・
ペトリ（リコーダー）、イョラン・セルシェル（ギター）、オレグ・リャーベツ（ソプラニスト）、ジョヴァンニ・
グリエルモ、フェデリコ・グリエルモ、アンドリュー･コウジ・テイラー、エフゲーニ・クティック（ヴァイオ
リン）など海外から、また国内の一流奏者を招くことにより、メンバーそれぞれの資質向上、若手の登用と
育成も目指している。演奏会においてメンバーが独奏を担当することは常で、公演毎のプログラムに対
してより高密度で充実したものを造り上げ、新鮮な音色を追求している。聴き手に「期待と夢に膨らむ魅力
ある公演」を、そして「確かな演奏技術の上に生きた音色、音楽」を演奏者自身の理念とし、流行に流されることのない真摯な音作り、正統派でありつつチャレンジする姿勢に多くのファンの
支持を得る。
　年間スケジュールとして、＜新春は「四季」を聴きたい＞、春と秋の定期演奏会、『名曲選』、『音楽の絵本ファンタジー』、『ヴァレンタイン・スペシャル』、イタリア文化会館 での『Viva 
Vivaldi !（ヴィヴァ・ヴィヴァルディ！）』、毎年12月23日（祝日）に行われる『ファンタジックなクリスマス』等を開催。また、'01年創立40周年記念CDのリリース、委嘱による外山雄三の
組曲「弓の月」～東京ヴィヴァルディ合奏団のための～を初演。'05年イタリアの作曲家B・ポレーナの「チェンバロ協奏曲～東京ヴィヴァルディ合奏団のための～」を世界初演。同年G.グリ
エルモ（イタリア合奏団創始者）と共にイタリア作品のCD「お気に入り」をリリースし受賞。'06年創立45周年を記念して、音楽監督・渡部宏によるCD、無伴奏チェロ作品集「鳥の歌」を
リリース､続く'07年「愛の言葉」をリリース。'08年に、東京ヴィヴァルディ合奏団第3弾となるCD「弦楽のためのアダージョ」をアメリカのヴァイオリニスト、Y.クティックとともにリリース
（優秀盤）。2011年の創立50周年では、さまざまな記念演奏会を開催。'12年、渡部宏によるCDチェロ小品集「黒鳥の歌」を被災地復興への願いを込めてリリース。
近年は12名の室内楽編成にとどまらず、三重奏から、管打楽器を取りいれた室内オーケストラ編成、特に
東京ヴィヴァルディ管弦楽団の活動にも高い評価を得ており、日本では類まれな室内合奏団として大きく
歩んでいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　http://www.vivaldi.jp/
◆ 「日本ヴィヴァルディ協会」（名誉会長G.グリエルモ）は、ヴィヴァルディの研究はもとより、合奏団の後援
　 組織として活動し、また、賛助・定期・ファンクラブの会員制度とともに団の活動を力強く支えています。

東京ヴィヴァルディ合奏団　TEL：03‒6277‒8450　FAX：03‒6277‒8470
〒106‒0032 東京都港区六本木4‒1‒16～307　E-mail：office@vivaldi.jp　http://www.vivaldi.jp/
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お問い合せ・お申し込み

2016年 東京ヴィヴァルディ合奏団 演奏会予定2016年 東京ヴィヴァルディ合奏団 演奏会予定
■2016ニューイヤーコンサート　
第29回 ＜新春は「四季」を聴きたい＞
1月17日（日）午後2時開演　紀尾井ホール　
ゲスト：服部 百音（ヴァイオリン独奏）
■第7回 Viva Vivaldi !!
3月13日（日）午後3時開演　
イタリア文化会館 アニェッリホール　
ゲスト：ペギー葉山

東京生まれ。
学生時代より合唱部で歌い、テーマパーク勤務後、「Haruka」名で歌唱し、人気を得る。
その後ニューハーフの世界へ。
2012年　日本プロゴルフ協会主催のゴルフサミットにサプライズ・ゲスト出演。
2013年　コシノジュンコ・プロデュースによるパレスホテル一周年「ザ・パレス・ガラコンサート」にゲスト出演。
その後もコシノジュンコ氏のファッションショーにて両声ヴォーカリストとして出演し、高評を博す。
2015年　グランドハイアットにて「コシノジュンコ結婚40周年記念～anniversary and butterfly～」コンサートに、ゲスト出演。
東京藝術大学「学長と語ろうコンサート」において、山下一史指揮、藝大奏楽堂にてゲスト出演。
今回の東京ヴィヴァルディ合奏団共演ステージが『マリアセレン』名での初舞台となる。
2016年5月には、クラシック・クロスオーバーの新作舞台歌曲を発表予定。
男性と女性の声を歌い分けるダイナミックで非凡な才能に、各方面から注目を集め今後を期待されている。

1979年、イタリア・ローマ出身。実業家、タレント、料理研究家。
株式会社ビリオネア代表取締役社長※、イタリア料理研究会会長。
ローマ大学哲学部在学中に陸軍へ志願。チェサーノ陸軍 歩兵学校卒。
2001年に来日。お金もコネも語学力もない、ただの留学生だったが、「誘う技術」を磨き続けることで、あらゆる人を巻き込んでいく。
数人から始まった料理教室も大人気となり、タレントとしても「徹子の部屋」や「行列のできる法律相談所」などのテレビ番組や多数の雑誌などで
活躍するようになる。
また、所属は自身が社長を務めるビリオネラ※で、自らのマネジメントを行う経営者でもある。
現在、イタリアと日本の文化の架け橋として、多数レギュラー番 組出演、クッキングショー、講演、トークショー、料理イベント、広告、雑誌などで活躍中。
■著書
『ベリッシモなおモテめし　イタリア式恋の食事法　Tecniche di cucina italiana per avere successo in amore』（主婦と生活社）
『ビジネスパーソンの誘う技術　Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale per uomini d'affari』（ダイヤモンド社）
『イタリアンの基本とおいしさのコツ　オリーブオイルの香味レシピ』（日東書院本社）
『ベリッシモとお料理デート　おうちでイタリアごはん』（ぶんか社）
『そのまんまオーブン料理』（主婦の友社）
『NHKキッチンが走る！一流料理人の簡単！ごちそうレシピ』（メディアファクトリー）

お話　ベリッシモ・フランチェスコ（料理研究家）

創立55周年！

■第114回 春の定期演奏会
4月24日（日）午後2時開演　
第一生命ホール　
ゲスト：ジョン・健・ヌッツォ（テノール）
■5月・7月 特別演奏会
■第115回 秋の定期演奏会
11月27日（日）午後2時開演　
第一生命ホール

東京ヴィヴァルディ合奏団 ～さらなる音の拡がりと夢を求める～  Since 1961 

Twitter https://twitter.com/bellissimoyoshi　　
Instagram http://instagram.com/bellissimoyoshi

ホームページ http://www.bellissimoyoshi.net　　　　 
ブログ http://ameblo.jp/cucinabellissimo/

MaMariia a SeSeiren

Bellissimo Francesco

♪合奏団には会員制度＜賛助会員・定期会員・ファンクラブ
会員＞がございます。お得な設定から特別な設定まで、入会

金なしでさまざまな特典でお楽しみください。お問合せ、ご入会お待ちしております。
★2016年はおかげさまで創立55周年になります。
（記念特典として・・・2016年4月より規約及び会費の改定を予定しています。同年3月末日までに
ご入会・ご継続いただきますと、改定前の料金のままご継続いただけます）

♪TVE会員のご案内♪


