
チック・コリア生誕 80 周年を記念してチック・小曽根・上原の 3 人で行われるはずだったアニバーサリーツアー

今年2月の急逝に伴い、チックの想いを小曽根真・上原ひろみの二人がピアノで綴るコンサー ト

小曽板真X 原 ろみ

2021 9 /26 [8] 3:00PM開演 (2:00PM開場）兵庫県立芸術文化セ
―

..)ワー KOBELCO大ホール
〒663-8204兵庫県西宮市高松町2-22阪急西宮北口駅南改札ロスグ／JR西宮駅より徒歩15分（阪急バス7分）

A8,000円 B6,000円 C4,000円 D2,000円（全席指定・税込） ・頁から

※未就学児のご入場はご遠慮ください。 ※やむを得ない事情により、出演者等が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

器盟翌立— =
ご予約•お問合せ 芸術文化センターチケットオフィス 0798-68-0255 [10:00AM-5:00PM月曜休※祝日の場合翌日］

●芸術文化センター 0798-68-0255 http://www.gcenter-hyogo.jp 芸術文化センター2階総合カウンター 〔7/10は：）より、残席がある場合〕

●イープラス http://eplus.jp ●チケットぴあ http://pia.jp/t/ •口—ソンチケット http://l-tike.com

Tribute to Chick Coreaオフィシャルサイト https://www.tributetochickcorea.com 

主催：兵庫県、兵庫県立芸術文化センター 企画：ヒラサ・オフィス／エイトアイランズ 制作協力：ヤマハミュージックエンタテインメントホー ルディングス／Chick Corea Productions 
協力：ヤマハミュージックジャパン 後援：ユニバーサルミュージック
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今年 2 月 9日に惜しくも 79 歳で急逝したチック ・コリア。今秋に、日本の

ファンのために「チック ・ コリア生誕 80 年日本ツア ー 」 を行う準備が

進められていた矢先の訃報だった。

1968年の初来日以来、50 年以上にわたり 50 回以上来日、唯一無二の

音楽世界で日本のファンを沸かせてきたチックは、日本の人々と文化を

こよなく愛し、日本に対して特別な思いを抱いていると生前語っていた。

今秋予定されていたツア ーのテ ー マは「Love for Japan ：日本への

小曽根真（ピアノ）Makoto Ozone, piano 

1983年 バ ー クリ ー 音楽大学 ジ ャ ズ

作・ 編曲科を首席で卒業。同年米CBSと

日本人初のレコー ド専属契約を結び、

アルバム「OZONE」で全 世界デビュ ー。

2003年グラミー賞ノミネ ート。

チック・ コリア、ゲイリー・ バー トン、 ブ ラ

ンフォ ード ・ マルサリス、パ キ ート・ デリベ

ラなど世界的なプレイヤ ーとの共演や、

自身が率いるトリオやビッグ・ バンドの活

動など、 ジャズの最前線で活躍を続けて

いる。また、 クラシックにも本格的に取り

組み、NYフィル、サンフランシスコ響、シ

カゴ交響楽団など、国内外のオーケスト

ラとの演奏で も高い評価を得ている。

2019年、小曽根真 featuring No Name
Horses 15周年記念アルバム、「Until We Vanish」をリリース。

2020年はコロナ禍の緊急事態宣言期間中、53日間に及ぶ自宅からの ラ

イブ配信活動「Welcome to Our Livingroom」に多くの視聴者を集め

話題 となった。2021年3月には還暦を迎え、 リサイタルを中心とした

「OZONE60」 と題したプロジェクトを全国都道府県にて展開している。

平成30年度紫綬褒章受章。

オフィシャルサイト https://makotoozone.com

私が旅の途中て出会い、音楽の火を明る＜灯し続けるよう手助けしてくれたみなさんに

感謝します。

演奏したり、作曲したり、パフォ ー マンスや他のことをしてみたいと感じている方がいたら、

ぜひやってみてほしいと私は願っています。たとえそれが自分のためてはなかったとして

も、私たちのために。世界がより多くのア ー ティストを必要としているだけてはなく、それ

は単にとても楽しいことだから。

そして、知リ合ってからずっと私にとって家族のような存在ていてくれた、素晴らしい

ミュ ー ジシャンの友人達へ。あなたがたと一緒に演奏し、あなたがたから学ぶことがてき

て本当に幸せて光栄てした。てきる限りあらゆる場面て創作の喜びをもたらすことは、

常に私のミッションてした。そして、それを私が心から親愛に思うすべてのア ー ティスト

たちとてきたことこそ、私の人生の豊かさてした。 —チック ・ コリア

《チケットこ購入のお害様へお願い》

新型コロナウイルス感染予防対策にこ協力をお願いします。

愛」。チック本 人のたっての希望で企画されていたのが、「チック ・コリア

x小曽根真x上原ひろみ」による夢のピアノコンサ ート。

残念ながら3人によるピアノコンサ ートは幻の企画となってしまった

が、チックを深くリスペクトし、レガシーを受け継ぐふたりによる、スペ

シャル ・トリビュ ート ・コンサ ートが開催されるこ とになった。チックの

スピリッツを受け継ぐ、ふたりが未来へむかって紡ぎ出す音楽世界へ

ようこそ。

上原ひろみ（ピアノ）Hiromi Uehara, piano 

1979年静岡県浜松市生まれ。1999年

バー クリ ー音楽大学に入学。在学中に

ジャズの名門テラークと契約し、2003年

にアルバム『Another Mind』で世界デ

ビュ ー 。2008年チック・ コリア とのアル

バム『Duet』を発表。2011年にはスタン

リー ・クラークとのプロジェクト作『スタン

リ ー ・クラーク・ バンド フィーチャリング

上原ひろみ』で第53回 グラミ ー賞「ベス

ト・ コンテンポラリ ー・ ジャズ・ アルバム」

を受賞。2016年には上原ひろみザ・ トリ

オ・ プロジェクト feat. アンソニ ー ・ジャク

ソン＆サイモン・ フィリップスのアルバム

「SPARK」がアメリカのビルボ ード・ ジャ

ズチャー トで1位のヒットを記録。2017
年には「BBC Proms」への出演し、日本人では唯一 となるニュ ーヨ ーク・

ブル ーノー トでの13年連続公演も成功させた。2019年にはソロピアノ

アルバム「Spectrum」をリリー スし、アメリカで最も権威の あるジャズ専

門誌「ダウンビー ト」の表紙に2度目の登場を果たす。2020年8月からは

コロナ渦で苦境にあるライプ業界の救済を目的にブルーノート東京にて

シリーズ企画「SAVE LIVE MUSIC」を展開している。

オフィシャルサイト https://www.hiromiuehara.com

I want to thank all of those along my journey who have 

helped keep the music fires burning bright. 

It is my hope that those who have an inkling to play, write, 

perform or otherwise, do so. If not for yourself then for the 

rest of us. It's not only that the world needs more artists, it's 

also just a lot of fun 

And to my amazing musician friends who have been like 

family to me as long as I've known you: It has been a blessing 

and an honor learning from and playing with all of you. My 

mission has always been to bring the joy of creating anywhere 

I could, and to have done so with all the artists that I admire 

so dearly-this has been the richness of my life. 

-Chick Corea 
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西宮北口1 阪急神戸線
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※芸術文化センターでのご購入時には、来場者情報把握のため、先行予約会員（無料）への
ご登録をお願いしております。なお、お 一人様2枚までとさせていただきます。
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神戸三t/／
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※入場者数を制限して販売する場合があります。
※プレイガイドでの販売はインターネットのみとさせていただきます。取扱いについては各プレイ

ガイドにお問合せください。
※平熱より1 ℃以上、もしくは37.5℃以上の発熱があ る方は

入場をお断りさせていただきます。

※マスクを着用されない方は ご入場いただけません。
（マウスシールド不可）

※感染の再拡大等 により、公演の中止や、公演内容、
座席配置等が変更となる場合がございます。

-·-=

西宮今津

阪神高速3号神戸線 西宮I.C

◎阪急西宮北口駅南改札ロスグ（連絡デッキで直結）
◎JR 西宮駅より徒歩 15分（阪急バス7分）
※ご来場は、電車·バスなどの公共交通機関をご利用ください。
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