
Solo Marimba Concert 
「MUSIC•TRAVELERS」蕨•特別編
SINSKEの人気企画が蕨だけのスペシャルプログラムとして公漬決定ll
ジャン｝戌息ガ洛曲磯々、ソロ瀬a晨Uヽ トーケで「音藁り世粗断」へ却懃します．
今だからこそ、SINS旺と＿籍に「育楽の世界様行」に出かけませんか？

B馴抒定幽目］
スペイン／チック・コリア
リベルタンゴlアストル・ビアソラ
慕のお駕に入り／リチャード・ロジャース
剣の舞／アラム•ハチャトリアン
荒域の月i滝輝 ほか

豪幽目、幽順は変更する湯合がございます．

202坪開演14:00
償珊1出30)

2月6日（日）
蕨市立文化ホールくるる

ゆとリと安収り85席 全欝指定 2,500円
ペア席2名 4,00訥
［ペア魔くるる意口で販売】

未輩浮児の入燿はさ違慮ください．
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SINSKE（マリンバ奏者）

桐朋学園大学音楽学部打楽暑科、ペルギーのプリュッセル、アントワープ
両王立音楽院各打楽器科を首席で卒業．マリンバ奏者◆クラシック打楽
器奏考として郎血て碑間活動臼酎大ベルギー放送交響楽団等、オー
ケストラとソリストとして共漬する他「第3回世界マリンバコンクール」
準優勝を始め、多数の目際コンクールにて入賞すふその後2003年にCD
デビューと同時に帰国、ポッブスからクラシックまで幅広い晉楽性で国内
外のコンサートホールでの演奏活動を展開近年、日本塁踊協会の新作
公演「創国紀」の音楽•漬奏を担当するなど、活動の帽を広げているこれ
までにテレビ朝日「題名のない晉楽会」頂ジャム完全燃SHOW」、NHKE
テレ「ムジカ・ビッコリーノ」、NIV「心ゆさぶれ1先輩ROCKYOU」等のテレ
ビ蕃組、新聞、ラジオなど各メディアにて度々 取リ上げられ注目される中、
201呼 SONYmobllerxperla.JWEB CMに出演2018甲洞CDデビュー
15周年を迎え記念コンサートを浜霞宮朝日ホールなどで開催、福岡音楽
学院附属幼稚園特別講師、ヤマI\IJ楽器親善大使に就任・201~5月よ
t）演霙を揖当した爪東海TVCM「そうだ京都、行こう．」苔と新緑編がオン
エアされる．

ht1p://www.slnskeJp/ 

多目的ホール斥席表 オレンジ：シングル壽 2” P゚.I

プルー：べ 4000円
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◆◇◆塵肇藍鉱大防止のため、 85畠鼠定。肩畿左右を空けた腐爾霞です•ペアシートはお爾に直れます・ ◆◇◆ 

備吋 砂鴻鰤“陶口勤く函灼サ ッ心U鳴に、員私闘躙知濃絨這いし討．傭亀闘
蘇状のある方は入蝙で曹ません・〇厖畏ら大きな声での会頴はお攘え唸‘.0出讀書へのブレぬ小滋し入れ等心猷唸‘””. .ID手朧讃繕訊ti".0入請四＂員量り因辺囀叡鼠龍〇ご素鎗む鶴守ぷヽ．

0 0 全庸指定です。ゆったりとお奉い以だ訊ヽ。 豪皐檜子で広ご素嶋1こついては紀＂》にお Ill合訳ださヽ
炉勺 心節こお鍾aこな“証あり宣せム胃II呻臼I-輝 （総 ヽ

輯割惰空叶皇絹鷹寸．ペアシー鳩議I遭れ宣す・大切a鵜UK佑恥
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T335--00“ 埼玉県戴市中央1-23・8
Te.:04&-4i6・8311 
JR上野駅よリ2S分 JR池袋駅より22分
JR大宮駅よリ15分
戴駅西口よリ徒歩3分
駐事湯はこざいません

‘‘,．噂 ．

チケット半●でサ→スあり
． 蕊戸田喫苓飲食饂合
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