Ryota Komatsu
Argentine Tango Concert
イメージ

小松亮太

ⒸMotoki UEMURA(JPN)

アルゼンチン・タンゴ・コンサート
in 熊谷

チヅコ＆エセキエル

［ダンサー］

Ⓒ丸山涼子

世界的バンドネオン奏者、
小松亮太と彼が特
別結成した最高のタンゴ・アンサンブル。
さら
に、アジアが生んだ世界チャンピオンダン
サーなど豪華ゲストを迎える一夜限りのスペ
シャルショー。
ピアニスト国府弘子、
フラメンコギタリスト沖
仁を迎えてのコラボレーションもお楽しみに！

国府弘子［ピアノ］

2019

■OPEN 16：30

9/ 7（土）
■START 17：00

熊谷文化創造館さくらめいと
『太陽のホール』
発売開始

4,000円

2,000円

U25（25歳以下対象）
：

※入場口で年齢の確認できるものをご提示いただきます。
※未就学児入場不可。

主催・問合せ／
（公財）熊谷市文化振興財団
後援／熊谷市・熊谷市教育委員会

TEL 048-532-0002

企画制作／

※曲目は変更の可能性がございます。

チケット取扱い

□ さくらめいとチケットセンター
（10：00～17：15

火曜休 ※祝日の場合は翌日）

□ チケットぴあ

電話予約

TEL 048-532-9090

電話予約

TEL ０５７０-０２-９９９９
Ｐコード＜145－793＞

□ 八木橋百貨店5階プレイガイド（熊谷市） TEL ０４８-５２３-１１１１
（代）
□ 宮脇書店
□ 新星堂

2019年4月25日
（木）10：00～

全席指定［税込］

沖 仁［フラメンコギター］

◆ 曲目◆
ヘラルド・マトス・ロドリゲス／ラ・クンパルシータ
アストル・ピアソラ／リベルタンゴ
アストル・ピアソラ／ブエノスアイレスの夏
ヤコブ・ガーデ／ジェラシー 他

行田店

TEL ０４８-５５４-６３００

深谷店（アリオ深谷１階）

TEL ０４８-５７２-７１５５

◎その他注意事項など
・ 館内託児サービス／有料予約制 ことぶきキッズルーム
電 話 048-532-2916（月～金10：00～16：00）
FAX 048-532-2895（随時）
・ 臨時無料バス 「さくらめいと号」をご利用ください。
（JR高崎線籠原駅南口⇔さくらめいと・公演前後に運行）
・ 無料駐車場400台
・ 車いす席をご希望のお客様はさくらめいとチケットセンターへご予約ください。
・ やむを得ない事情により一部変更する場合があります。

火曜休
（祝日の場合は翌日） ホームページ さくらめいと

検索

E-mail：info@sakuramate.jp

小松亮太

アルゼンチン・タンゴ・コンサート in 熊谷
小松亮太

Ryota Komatsu［バンドネオン］

1973年 東京 足立区出身。
高校時代より才能を発揮し、伝説的歌手である藤沢嵐子の91年のラスト・ステージではバンドネオン・ソロで伴奏を担当。
98年のCDデビューを果たして以来、
カーネギーホールやアルゼンチン・ブエノスアイレスなどで、
タンゴ界における記念碑
的な公演を実現している。
アルバムはソニーミュージックより20枚以上を制作。
「ライブ・イン・TOKYO～2002」がアルゼンチンで高く評価され、03年
にはアルゼンチン音楽家組合（AADI）、
ブエノスアイレス市音楽文化管理局から表彰された。15年にリリースした大貫妙
子との共同名義アルバム
『Tint』
は、第57回輝く
！
日本レコード大賞「優秀アルバム賞」
を受賞。
タンゴ界にとどまらず、
ソニーのコンピレーション・アルバム
「image」
と、同ライブツアー
「live image」
には初回から参加。作
曲活動も旺盛で、
フジテレビ系アニメ
『モノノ怪』OP曲「下弦の月」、TBS系列『THE世界遺産』OP曲「風の詩」、映画「グ
スコーブドリの伝記」
（ワーナーブラザース配給・手塚プロダクション制作）、
「 体脂肪計タニタの社員食堂」
（ 角川映画）、
NHKドラマ
「ご縁ハンター」
のサウンドトラックなど多数を手掛けている。
オフィシャルサイト https://ryotakomatsu.net/

タンゴ・アンサンブル

Tango Ensemble ～小松亮太が特別結成した最高のタンゴ・アンサンブル～

［バンドネオン］ 北村 聡

［ビオラ］

吉田 有紀子

［ドラムス］

［ヴァイオリン］ 近藤 久美子

［チェロ］

松本 卓以

［パーカッション］小林 照未

［ヴァイオリン］ 原 孝人

［コントラバス］ 田中 伸司

［ピアノ］

［エレキギター］桜井 芳樹

熊田 洋

佐竹 尚史

Ⓒ丸山涼子

GUEST
国府弘子 Hiroko Kokubu ［ピアニスト・作曲家・編曲家］

沖仁

Jin Oki ［フラメンコギタリスト］

国立音楽大学卒業後単身渡米、帰国後1987年デ

1974年生まれ。2010年7月、
スペイン三大フ

ビュー、現在まで23枚のアルバムを国内外で発表。
自

ラメンコギターコンクールのひとつ「第5回 ム

己のトリオやソロピアノでの演奏会、
オーケストラとの

ルシア "ニーニョ・リカルド" フラメンコギター

競演まで幅広い活動で、全国的な人気を集めるピア

国際コンクール」国際部門で優勝、
日本人と

ノ界のスーパーレディ。常に様々なチャレンジに挑み、

して初の快挙を成し遂げた。現在は東京を

音楽の喜びと躍動、そして安らぎにあふれるピアノの

拠点にし、全国でソロ公演を開催。
ジャンル

魅力で人々の心を捉えている。音色の贅を極めたア

を超えたコラボレーションも多数。2018年秋、

ルバム
「ピアノ一丁！」
に続き、岩崎宏美×国府弘子の

日本スペイン外交関係樹立150周年を記念

デュオ作品「ピアノ・ソングス」が好評。

したアルバム
「Spain」
をリリースした。

http://kokubuhiroko.net

http://jinoki.net/

鍬本知津子 Chizuko Kuwamoto［ダンサー］
相愛大学声楽科卒業後、米米クラブの研修生として
上京。その後ミュージカルの世界へ入り、
「ピーターパ

アクセス
情報

自衛隊入口交差点
至深谷

国道17号

ン」
「 マイフェアレディ」
「 エリザベート」等のミュージカ
大会 ステージ部門 優勝。
「 徹子の部屋」
「 石井竜也
のShow Time」
「 BSプレミアムタンゴへの情熱」等テ
レビ出演。
タンゴミュージカル
「ロコへのバラード」
に出

銀行

コンビニ

コンビニ

至深谷

文

演。EDWIN E standard タンゴ編(水原希子&瑛

航空自衛隊
熊谷基地

太)振付。
アジア選手権審査員。2009年より アルゼン
チンタンゴスタジオ
「Efecto Tango」主催。

JR高崎線

籠原駅

ル出演。その後タンゴに出逢い2010年 世界選手権

工業団地
至高崎

文

至秩父

2009年～2011年 Forever Tangoに出演。ミュージ
カルTanguera 本国アルゼンチンから2003年に幕開
けし世界各国をまわる。
アルゼンチンでは「ピアソラタ
ンゴ」
「ヴェンターナ」
「ヴィエホバアルマセン」
「 マデロ
タンゴ」等、あらゆるディナーショーに出演。2012 より
Efecto Tango に招聘される。TVCMFamiryMart
「ファミチキ先輩」
タンゴ編（木村多江＆エセキエル）
振付。

熊谷西高校

熊谷文化創造館
さくらめいと

三尻
中学校
三ヶ尻
郵便局

至東京

国道140号バイパス 武体西交差点

エセキエル・ウディマ Ezequiel Hudyma［ダンサー］

至行田

上越長野新幹線

至東松山 至東松山I.C

至熊谷

電車：JR高崎線 籠原駅(南口)より1km
車：◆国道17号
「自衛隊入口」交差点より2km
◆国道140号バイパス「武体西」交差点より2km
臨時無料バス

JR高崎線籠原駅（南口）
⇔さくらめいと
〔行き〕
16時より約15分間隔で4便 〔帰り〕
終演後随時
所在地 〒360-0846 埼玉県熊谷市拾六間111-1

