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ヴァイオリン

ベンジャミン・ベイル マ ン

●

ヴテイオリンコンサート

マギ|■ズ東京 チャリティーコンサート

IⅢ 甲     ¨乱け?王
マ ス ネ :エ レ ジ ー 摯

東 日本大 震 災被 災者 へ の鎮 魂 曲として

マスネ :タ イスの「瞑想曲」

ラヴェル :ツ ィガーヌ

ファリャ:歌劇はかなき人生ょ|)「スペイン舞曲」

ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第5番へ長調作
『
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【演奏の前に、秋山正子『マギーズ東京の日々 を語る』を予定しています】

ピアノ

江 玲

ピアノ

江 口 玲

マギーズ東京センター長

秋山 正子

2019年 3月 11日 鯛)||:現:藁 1東 京 文 化 会 館 大ホール (』上野駅公園帥

チケット:S席 10,000円 'A席
7ヮ000円  B席 3ヮ000円  C席 2,000円  :轟二月どt=閣までf暦』Ⅲlfl雪、量:

【チケット取り扱い】 チケットぴあ (Pコ ードi指 定席P132492自 由席P133649)
東京文化会館チケットサービス (丁el103-5685-0650)、 マギーズ東京チャリティーコンサート実行委員会

【お問 い合 わ せ】 マギーズ東京チャリティーコンサート実行委員会事務局 (事 務局長 1佐 藤由巳子)

丁eli 03-6261-7665  Fa× i03-6261-7666  卜/1all l⊂ o∩ ccrt@magglestokyo org

[主催]マギーズ東京チャリティーコンサート実行委員会   [協 力]日本音楽財団(日 本財団助成事業)

[協賛]東京ガス不動産ホールディングス株式会社  清水建設株式会社  東光電気工事株式会社
アフラック生命保 険株式会社  損保 ジャパ ン日本興亜ひ まわ り生命 1甲 険株 式会社

[後援]駐日英国大使館 東京都 江東区 国立がん研究センター がん研究会有明病院 聖路加国際病院 昭和大学江東豊洲病院 日本建築家協会



ベンジャミン・ベイルマン

ヴァイオリンコンサート

MA661Eゝ マギーズ東京 チャリティーコンサート

苗ぎ幸 赫 写虜ぎj′津F豪 メ堂‐均詰 肩

ベンジャミン・ベイルマン ヴァィォリン

米国出身。2010年 モン トリオール国際音楽 コンクールでの

優勝を機に、数々の著名なオーケス トラと共演する29歳 の若き

ヴアイオリニス ト。著名指揮者やアーティス トから高い評価を

得て、国内外のコンクールで多数の賞を獲得。情熱的な演奏と

抒情的表現が世界中で称賛され、各地で リサイタルを開催。

早 くも彼の世代で最も重要なアーテ ィス トの一人 と しての

地位を確立 している。日本音楽財団よリス トラディヴァリウス

1709年製「エングルマン」

が貸与されている。

<甕轟纏分 >

ストラデ ィヴァリウス 17o9年 製

|エ ングルマン」

深く豊かな音色をもつ名器の日本

音楽財目が保有する以前はアメ

リカのアでチェア・ヴァイオリン

奏者で収集家エアレイム、■ングル

マンが「〕千有 lン ていたため、現在は

この名前で親 l´ まれています.

,だ 層崎 菖鰤 ご輩」́ 庁F√ 1播

江口 玲 ピァノ

東京藝 術大学音楽 学部作 曲科 を卒業。ジュリアー ド音楽 院

大学 院修士課程 および プロフェッショナルスタディー修 了。

2011年 4月 より東京藝術大学 ピアノ科 の准教授。「非凡 なる

芸術性、円熟、知性」 (ニ ュー∃―ク・タイムズ紙 )と 評され、

世界中の聴衆と批評家たちを魅了している。

【懇 親 会 の ご 案 内 】 参加費 3′ 000円  先着 100名

終演後、ロビーにてベンジャミン・ベイルマン氏を囲み、ささやかな懇親会を開催いたします。

マギーズ倉」設者である故マギー・ジェンクスさんの娘リリーさん(造 園家 )、 実行委員長・垣添忠生、

マギーズ東京共同代表・秋山正子、鈴木美穂も皆様をお迎えいたします。参加希望の方はコンサート

事務局まで。「懇親会申し込み」と明記し、お名前 。ご住所 。丁el、 Fax、 E― mallを 記入の上、FA X

もしくはmailに てお申し込みください。追って事務局よりご入金先等を返信いたします。

丁el103-6261-7665  Faxi03-6261-7666  Maill⊂ On⊂ e rt@maggiestokyo.o rg

マギーズ東京 /友人のような看護 鮮・心理士の臨ヽる、心地 よい層場所

がんを経験した人とその家族や友人のための無料相談支援センターです。英国発祥の

マギーズがんケアリングセンターの一員として、2016年 10月 に江東区豊洲にオープン

しました。日本各地から、また海外から、2年間で約1万 2000人 の来訪者を迎えています。
https://maggiestokyo.org/

―

―

■
マギーズ東京支援のためのチャリティーコンサート

この度、日本音楽財団のご協力

によリチャリティーコンサートを

開催 する運 び とな りました。

ベンジャミン・ベイルマン氏 に

よるヴァイオリン演奏、ソリスト

としても国際的に活躍を重ねる

江 口玲氏 のピアノをお楽 しみ

いただければ幸いです。1709年 製のストラディヴァリウスの音色も

ご堪能いただきたいと存じます。コンサートのチケット代は、がんを

経験された方・ご家族・友人が無料で立ち寄れるマギーズ東京の

運営資金となります。みなさまの温かいご支援・ご協力を心より

お願い申し上げます。

認定 NPO法 人マギーズ東京センター長・共同代表 :秋 山 正子

共同代表 :鈴 木 美穂

泌尿器科医としての約40年 間と基礎研究に

没頭した若い頃の経験から、がん患者さんの

闘いは総力戦だといえると思います。治療に

全力をあげるのはもちろんですが、家族や

友人を含め患者さん同士が互いに話し合い、

リラックスできる場や、心理的サポー トを

得る場が、わが国にも、ぜひ必要です。人間は

身体 と心でできています。がんのような重病の場合、その両面の

入念な手当てが必要で現 マギーズセンターがまさにそれだと思いま硯

国立がんセンター名誉総長

公益財団法人日本対がん協会会長

マギーズ東京チャリティーコンサート実行委員長 :垣添 忠生

【マギーズ東京チャリティーコンサート実行委員】

麻生 泰  i麻生セメン ト株式会社 代表取締役会長

坂本 すが 1東京医療保健大学副学長 前日本看護協会会長

田中 滋  :埼玉県立大学理事長 慶應義塾大学名誉教授

豊田 泰久 i永田音響設計ロサンゼルス事務所 パ リ事務所代表

柳田 邦男 :ノ ンフィクシ∃ン作家

吉永みち子 :ノ ンフィクシ∃ン作家

渡辺 哲三 i江東区商店街連合会会長

(50音 順 )


