10 周年記念祭プレイベント

2012 年 9 月 28 日プレスリリース

山口情報芸術センター［YCAM］10 周年記念祭プレイベント
コンサート

Ryuichi Sakamoto Trio Tour 2012 Japan & Korea 山口公演

2012 年 12 月 21 日（金）20:00 開演（19:00 開場 )
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A

※インターネット中継予定（USTREAM）

プレイベント第二弾、坂本龍一トリオツアーを山口で開催
ピアノ、チェロ、ヴァイオリンによる坂本龍一の新旧の名曲を披露
山口情報芸術センター［YCAM］では、2013 年度に開催
する「アートと環境の未来・山口 YCAM10 周年記念祭」に
先駆け、記念祭の総合アーティスティック・ディレクター
坂本龍一氏のコンサート「Ryuichi Sakamoto Trio Tour

2012 Japan & Korea」ツアー山口公演を開催します。
2011 年ヨーロッパでおこなわれ大好評を博した「Ryuichi
Sakamoto Trio Tour」のメンバー、坂本龍一（ピアノ）、ジャ
ケス・モレレンバウム（チェロ）
、ジュディ・ カン（ヴァイ

坂本龍一（ピアノ）
、
ジャケス・モレレンバウム（チェロ）
、
ジュディ・ カン（ヴァイオリン）

オリン）によって開催される 2012 年冬の日本・韓国ツ
アー。今回のコンサートに先駆けてリリースされるアルバ
ム「THREE」を携えて開催されるコンサートでは、10 周年
記念祭の総合アーティスティック・ディレクターである坂
本龍一氏の新旧織り交ぜた名曲が、YCAM が誇るハイクオ
リティな音響環境で演奏されます。
坂本龍一「THREE」収録曲
01. Happy End

02. The Last Emperor

03. Bibo no Aozora - instrumental

04. High Heels

05. Seven Samurai - ending theme

06. A Flower is not a Flower

07. Still Life in A

08. Nostalgia

09. Tango - instrumental
10. Merry Christmas Mr. Lawrence
11. Harakiri (Death of a Samurai) endroll
- from a Takashi Miike Film "Ichimei"
12. Tamago 2004

坂本龍一「THREE」

発売日：2012 年 10 月 17 日 ( 水 )

商品番号：RZCM-59189
定価：3,500 円 ( 税込 )

13. Parolibre

お問合せ 山口情報芸術センター [YCAM] 広報担当：田中
住所： 〒 753-0075 山口県山口市中園町 7-7
TEL：083-901-2222 FAX：083-901-2216
e-mail：press@ycam.jp
プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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プロフィール
坂本龍一

ジャケス・モレレンバウム

ジュディ・カン

1952 年生まれ。米国ニューヨーク州在住。78

1954 年、リオ・デ・ジャネイロの音楽一家に生

4 歳の時にヴァイオリンを始め、数々のコンクー

年『千のナイフ』でデビュー、同年 YMO を結成。

まれる。アントニオ・カルロス・ジョビン、エグ

ルで優勝をするなど、10 歳の時には、すでにその

YMO 散開後、音楽・映画・出版・広告などメディ

ベルト・ジスモンチ、カエターノ・ヴェローゾ、ジ

才能が高く評価され、ナショナル・アーツ・セン

アを越え活動しながら作曲家としてアカデミー

ルベルト・ジルなどブラジルで最も重要な音楽家

ター・オーケストラのソリストとして演奏。翌年

賞を受賞するなど世界的な評価を得つつ、常に革

たちと長年共演、またアレンジャーとしても多大

カーティス音楽院のオーディションを受け、17

新的なサウンドを追求している。99 年制作のオ

な貢献を果たしている。90 年初頭カエターノを

歳という過去最年少で音楽学士課程を卒業。卒業

ペラ『LIFE』以降、環境・平和・社会問題に言及す

通じて坂本龍一を紹介され、1992 年から 2000

時には、カナダで最も栄誉ある若い演奏家のため

ることも多く、9・11 同時多発テロをきっかけに、

年に掛けて、坂本龍一の作品をピアノ、ヴァイオ

のコンクール、CBC（カナダ国営放送）コンクー

論考集「非戦」を監修。07 年には「more trees」を

リン、チェロによるトリオに再編し演奏するプ

ルで最優秀演奏賞を受賞。これまでに多くの著名

設立し、森林保全と植林活動を行なうなど 90 年

ロジェクトに参加。1996 年にリリースしたアル

アーティストと共演し、世界的にも名高いセジョ

代後半より環境問題などへ積極的に関わる。東

バム『1996』（gut/For Life, Milan Records）は

ン・アンサンブルにも在籍、コンサートマスター、

日本大震災後、
「www.kizunaworld.com」、
「こど

世界各国で賞賛された。2001 年には妻であり歌

ソリストとして活躍。そしてポップミュージック

もの音楽再生基金」などさまざまな被災者支援

手のパウラ・モレレンバウム、坂本龍一と 3 人で

界にセンセーションを巻き起こしたレディ・ガガ

プロジェクトと活動を続けている。主な作品に

「Morelenbaum 2/Sakamoto 」を結成。トリオ・

に自身のツアーのソロ・ヴァイオリニストとして

『B-2 UNIT』
『音楽図鑑』
『BEAUTY』
『LIFE』
『out

プ ロ ジ ェ ク ト や Morelenbaum2/Sakamoto と

指名され、ワールド・ツアーに参加、2011 年、坂

of noise』、著書に『音楽は自由にする』、共著に『縄

して世界各地で何度となくツアーを行なうなど、

本龍一トリオ・ツアーのオーディションで選ばれ

文生地巡礼』、
『いまだから読みたい本―3．11 後

坂本龍一とは 20 年に及ぶゆるぎのないコラボ

同年のヨーロッパ・ツアーならびに、ツアー後に

の日本』、
『NO NUKES 2012 ぼくらの未来ガイ

レーションを続けている。

ポルトガルで行われたレコーディングにも参加
した。

ドブック』など。

開催概要

「アートと環境の未来・山口 YCAM10 周年記念祭」プレイベント
コンサート
「Ryuichi Sakamoto Trio Tour 2012 Japan & Korea」山口公演

主催：公益財団法人山口市文化振興財団
後援：山口市、山口市教育委員会
平成 24 年度

文化庁地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ

協賛：XSOL
企画・制作：KAB、PROMAX
協力：commmons、ヤマハ、Ballad、more trees、山口情報芸術

2012 年 12 月 21 日（金）20:00 開演（19:00 開場）

センター [YCAM]

山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A

■託児サービス

※インターネット中継予定（USTREAM）

対象：0 才（6 ヶ月）以上
託児時間：開演の 30 分前から終演 30 分後まで
料金：お子様 1 人につき 500 円、2 人目以降は 1 人につき 300 円
申込方法：12 月 14 日（金）までにチケットインフォメーション
までお申し込みください。

チケット情報

■車椅子席・補聴システム：事前にお問い合わせください。

チケット発売日：any 会員先行予約 10 月 6 日（土）／一般発売 10 月 20 日（土）
料金：全席指定 ¥8,400 ／学生シート券 ¥3,000（当日指定）

※３歳以上は有料

チケットぴあ P コード：181-774
電話／窓口：

山口市文化振興財団チケットインフォメーション（YCAM 内）

083-920-6111（10:00 〜 19:00 ※火曜休館・祝日の場合は翌日）
インターネット：http://www.ycfcp.or.jp（24 時間受付・要事前登録）
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