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お城 EXPO実行委員会（実行委員会委員長：小和田哲男）は、2019年 12月 21日（土）、22日（日）
にパシフィコ横浜 会議センターで『お城 EXPO 2019』を開催いたします。プレイベントとして2019
年 12月 20日（金）に開催する『お城EXPO 2019 プレミア前夜祭』では、戦国時代ドラマのテーマ
曲を演奏するミニコンサートを実施。このミニコンサートに、日本を代表する室内楽の名手たちが、『お
城 EXPO 2019』のためだけに一夜限りで集結・演奏することが決定いたしました。 

 『お城 EXPO 2019 プレミア前夜祭』（以下 プレミア前夜祭）は、『お城 EXPO 2019』のプレイベン
トとして開催するもので、お城・歴史に関するトークショーや、デジタル想定復元された「大坂冬の陣
図屛風」の先行公開など、『お城 EXPO 2019』に先駆けお城・歴史をお楽しみいただけるイベントです。 

 プレミア前夜祭では弦楽カルテット&ピアノによるミニコンサートを開催いたします。出演者は、日
本を代表する室内楽の名手たちで、今回のミニコンサートのために一夜限りで集結。大河ドラマ「秀吉」
のメインテーマなど、戦国時代ドラマのテーマ曲全8曲を演奏いたします。ここでしか聴くことのでき
ない『お城 EXPO』ならではのミニコンサートは、大河ドラマファン、お城ファンはもちろん、幅広い
方々にお楽しみいただける内容です。 

『お城 EXPO 2019 プレミア前夜祭』
室内楽の名手たちが一夜限りの集結！

～『お城EXPO 2019 プレミア前夜祭』で戦国時代ドラマのテーマ曲を演奏～

お城 EXPO実行委員会
2019 年 12 月 3日

NEWS RELEASE  

(c)Wataru Nishida
ピアノ：若林顕（わかばやし あきら） 

ヴァイオリン：鈴木理恵子(すずき りえこ) ヴァイオリン：山田百子（やまだ ももこ） ヴィオラ：百武由紀（ひゃくたけ ゆき） 

チェロ：苅田雅治（かりた まさはる） 

(c)Wataru Nishida
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 さらにプレミア前夜祭では、松江城、姫路城、彦根城、犬山城、松本城の国宝五城がコラボした『お
城 EXPO 2019』限定の「国宝五城オリジナル御城印」を、『お城 EXPO 2019』に先駆け数量限定で配
布するほか、『お城 EXPO』公式グッズの一部先行販売も実施いたします。『お城EXPO 2019』よりひ
と足早くお城・歴史を存分に楽しむことのできるプログラムが満載のプレミア前夜祭。チケットは各種
取り扱い窓口で販売中です。この機会にぜひお越しください。 

※画像はイメージです。 

＜弦楽カルテット&ピアノによるミニコンサート  一部曲目＞ 
曲 目

小六禮次郎/大河ドラマ「秀吉」メインテーマ
大島ミチル/大河ドラマ「天地人」オープニングテーマ
服部隆之/大河ドラマ「真田丸」メインテーマ

菅野よう子/大河ドラマ「おんな城主直虎」天虎～虎の女
Etc. 全 8曲

※曲目、内容は変更となる可能性がございます。

-------------------------------------------------------- 
【『お城 EXPO 2019 プレミア前夜祭』概要】 
名  称：お城 EXPO 2019 プレミア前夜祭 
開催日時：2019年 12月 20日（金）17:00～20:30 
開催会場：パシフィコ横浜 会議センター1Fメインホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 

内  容：17：00～ デジタル想定復元された「大坂冬の陣図屛風」見学・撮影会
           お城 EXPO公式グッズ先行販売
     18：00～ 弦楽カルテット&ピアノによるミニコンサート（戦国時代ドラマ テーマ曲） 

▲「国宝五城オリジナル御城印」 
（提供：国宝城郭都市観光協議会）

▲先行販売する『お城 EXPO』公式グッズ（※価格はすべて税込） 

ピンズ 2019（\550） 城めぐリン（￥2,420）

お城 EXPO2019 オリジナル御城印帳（￥2,500）御城印ステッカー（￥550）
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18：30～ 木下悠氏・原史彦氏によるトークショー 
「大阪冬の陣図屛風の謎をよみとく」 

19：20～ 小和田哲男氏・小和田泰経氏によるトークショー 
「歴史ドラマの時代考証の裏話」

     20：10～ 見学続き（20：30終了）

※『お城EXPO 2019 プレミア前夜祭』では、他のフロアの展示物観覧はできません。 

＜チケット情報＞
●プレミア前夜祭券 
12 月 20 日（金）に開催する前夜祭にご参加いただけます。
＜一般/小・中学生＞当日 2,800 円／前売り 2,500 円 
※数量限定
※取り扱い窓口：チケットぴあ/ローソンチケット/イープラス ほか 

※チケット料金は全て税込価格です。

＜弦楽カルテット&ピアノによるミニコンサート 出演者プロフィール＞          

ヴァイオリン：鈴木理恵子(すずき りえこ) 
桐朋学園大学卒業後、23 歳で新日本フィル副コンサート・ミストレスに就任。2004 年
より約 10 年間、読売日本交響楽団の客員コンサートマスターを務めた。桐朋学園大学在
学中は篠崎功子、インディアナ大学で J.ギンゴールド、夏季セミナーなどでH.シェリン
グ、N.ミルシタイン、M.シュヴァルベの各氏に師事。1997 年からはソロを中心に活動。
全国各地でのリサイタルの他、主要オーケストラとも多数共演、スウェーデン・マルメ
市立歌劇場の客演コンサートマスターとしても定期的に招かれる。また著名な作曲家た
ちからの信頼も厚く、多くの作品の初演に指名を受けている。2008 年から横浜と掛川で、
音楽とアートがジャンルを超えて交わる「ビヨンド・ザ・ボーダー音楽祭」を自らプロ
デュース。新鮮な内容が各界で評価されている。 

ヴァイオリン：山田百子（やまだ ももこ） 
桐朋学園大学音楽学部、およびドイツ・ケルン国立音楽大学院を卒業、芸術家称号取得。
ヴァイオリンを小林陽子、篠崎功子、サシコ・ガブリロフに、室内楽をノルベルト・ブ
レイニン、アルバン・ベルグ・クァルテット、ゴールドベルグ・山根美代子の各氏に師
事。’04 年から’18 年までクァルテット・エクセルシオのメンバーとして在籍。在団中に
第 19 回新日鉄音楽賞「フレッシュアーティスト賞」、第 16 回ホテルオークラ音楽賞 受
賞。現在はソロや室内楽などの分野で、全国各地および海外公演も数多く行う。また、
サントリーホール室内楽アカデミーのファカルティとして’16 年まで 6年間務めた後、
現在は御茶の水女子大学 芸術・表現行動学科ピアノクラス特別室内楽集中講座、東京藝
術大学附属高等学校音楽科 非常勤講師として後進の指導にもあたっている。

(c)Wataru Nishida

ヴィオラ：百武由紀（ひゃくたけ ゆき） 
東京芸術大学卒業、同大学院修了。1975 年デビュー・リサイタルを開催。以後、現在に
至るまで、オーケストラ、室内楽、ソロで多くの演奏会、録音の場で活躍している。1999
年まで東京都交響楽団に在籍し、首席奏者をつとめた。カール・ライスター、ウルリッ
チ・コッホ氏等外来演奏家とも多数共演している。邦人作品、現代曲の初演も多く手掛
けており、1999 年日本音楽コンクール作曲部門の演奏に対して、審査員特別賞を受賞す
るなど、高い評価を受けている。現在、東京シンフォ二エッタメンバー。愛知県立芸術
大学で教授をつとめる他、東京芸術大学、東京音楽大学等で教鞭をとる。
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-------------------------------------------------------- 

【『お城 EXPO 2019』概要】 
名  称：お城 EXPO 2019 
開催日時：2019年 12月 21日（土）・12月 22日（日） 
     9：00～19：30（最終日は 17：30まで） ※最終入城 30分前まで 
開催会場：パシフィコ横浜 会議センター（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 
主  催：お城 EXPO実行委員会

（公益財団法人日本城郭協会、城びと＜株式会社東北新社＞、株式会社ムラヤマ、パシフィコ横浜） 
内  容：●テーマ展示
     城めぐり観光情報ゾーン、小・中学生 城の自由研究コンテスト 優秀作品展、 

お城シアター、城郭写真家による写真展 ほか 
●厳選プログラム 
春風亭昇太さん、萩原さちこさんによるトークショーや、日本城郭協会理事長 小和田哲男氏
による講演会など、お城のスペシャリストたちによる貴重なプログラム。 

U  R  L : http://www.shiroexpo.jp 
※内容は変更になる可能性がございます。

＜チケット情報＞ 
●入城券 
城めぐり観光情報ゾーン、資料展示、お城シアターなどのお城情報が楽しめる「テーマ展示」の観覧ができます。

(c)Wataru Nishida

チェロ：苅田雅治（かりた まさはる） 
桐朋学園大学で井上頼豊氏に師事。1973 年第 42 回日本音楽コンクール・チェロ部門第
1位。1982~90 年東京都交響楽団首席チェロ奏者をつとめる。82年よりニューアーツ
弦楽四重奏団に参加し、飛騨古川音楽大賞奨励賞、文化庁芸術祭賞、中島健蔵音楽賞を
受賞。個人としても 92 年第 11 回中島健蔵音楽賞受賞。国内の主要現代音楽祭に常時出
演しており、独奏者としての評価も高い。現在、東京音楽大学教授、桐朋学園大学講師。

ピアノ：若林顕（わかばやし あきら） 
日本を代表するヴィルトゥオーゾ・ピアニスト。17 歳で日本音楽コンクール第 2位。東
京芸術大学で田村宏氏に、ザルツブルク・モーツァルテウムとベルリン芸術大学でハン
ス・ライグラフ氏に師事。85年ブゾーニ国際ピアノ コンクール第 2位、87年エリーザ
ベト王妃国際コンクール第 2位受賞。02 年にニューヨーク・カーネギーホール/ワイル・
リサイタル・ホールでのデビューを果たし、その後もフランスの「ラ・フォル・ジュル
ネ」音楽祭などで成功を収める。ベルリン響、サンクトペテルブルク響などにソリスト
として招かれるほか、室内楽では、カール・ライスター、K.ブラッハー、S.イッサリー
ス、堤剛、ライプツィヒ弦楽四重奏団、ウィーン八重奏団など内外の名手たちと数多く
共演。92 年出光音楽賞、98年モービル音楽賞奨励賞、04年ホテルオークラ音楽賞を受
賞。東京音楽大学・大学院客員教授、桐朋学園大学・大学院特任教授、国立音楽大学・
大学院招聘教授等。
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＜一般＞当日 1,900円／前売り 1,600円 
＜小・中学生＞当日 900円／前売り 600円 
＜お城 EXPO 2019 オリジナル御城印帳付＞前売りのみ 3,900 円 
※未就学児は無料
※お城 EXPO 2019 オリジナル御城印帳付入城券は数量限定

●厳選プログラム指定券 
12 月 21日（土）、22日（日）に開催される「厳選プログラム」（講演会、トークショー）のうち、ご希望のプロ
グラムにご参加いただけます。 
＜一般／小・中学生＞当日・前売り 1,100 円（1講演につき） 
※厳選プログラムの中の１つをご指定の上、お買い求めください。 
※入城券と合わせてご購入いただくチケットです。 

※取り扱い窓口：チケットぴあ/ローソンチケット/イープラス ほか 
※チケット料金は全て税込価格です。
※お城 EXPO 2019 オリジナル御城印帳付入城券は、チケットぴあのみの取り扱いです。 
※お城 EXPO 2019 オリジナル御城印帳は、当日会場での販売もございます。 


