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シューマンとその妻クララ、

そしてクララに恋したブラームスの物語。

特別ゲスト西江辰郎
[ヴァイオリン]

新日本フィルハーモニー交響楽団

中沖 い くこ
[ピアノ]

嶋別ゲスト_Lイ果F「
下F

[チ i口 ]

東京藝術大学非常勲講師

蝠 警鱚!

開場13:30開 演 ]

儡
側◎クララ・シューマン:ピアノトリオ

◎シューマン:ピアノトリオ第卜番(ト ロイメライ

◎ブラームス:ピアノトリオ第1番より

第4楽 11、 ハンガリータ「‖11   1

県外からの特別ゲストニ人を迎えての、

スペシャル演奏会 I

日本屈指の若手実力家が目の前で真剣勝負。シューマンとその妻クララ、そして

彼女に恋し一生を捧げたブラームス。二人がそれぞれ残したピアノトリオは、

時と空間を越えて、壮大な愛の三角関係を現代の私たちに伝えてくれます。

新日フィルの若きコンサートマスター西江辰郎は、高貴で透明感溢れる音色、

その誠実で美しい音楽に対する姿勢は他の追随を許しません。チェリスト上森

祥平は、安定したバランス感覚、深く重厚なチェ回の音色を持ち、その音楽は

奥深い人間性を映し出すかのよう。ベルリン留学時に上森・中沖が知り合い、

2009年 に生まれたこのトリオ、富山で3度 目の饗宴です。

趙
鱗

翻 弔檄.

開場18:30開 演 1

◎ムソルグスキー :展 覧会の絵 他

四十谷諒
[フ フレート]

ロシアの作曲家ムソルクスキーが、画家であった友人の遺した絵画にインスピ

レーションを得て作曲した大作「展覧会の絵」をメインに、木管&金 管楽器が

さまさまな音のアートを、アンサンブルホールの空間に描き出します。異色の

オーケストレーションから生まれるサウンドのオリジナリティにも、注 目 |

～
管難畿の饗纂

‐鳥

「萎

"つ

愁J IIIち|な んで、

音楽と美術のめぐりあいのひと時を….

絵画にまつわる作品を

管楽アンサンブルの響きにのせてて,

■1舞ちゃんとママのための

ミニコンサート「しずくJ

16:00～ 16:45

蝙驚
武

一密

鍼
蝙

ｏ

蠍

”

石丸薫恵
[テ ューバ ]

山内博史
[トランペット]

廣瀬大 1吾

[トロンボーン]

靱
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[サクソフォン]
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轟演者プロフイータン
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山内 博史 やまうちひろし

富山県立魚津高等学校、国立音楽大学卒業。ニューヨーク マネ

ス音楽院ディプロマコースを経て、フインラン ド国立シベ リウ

スアカデ ミー修士課程を最優秀で 日本人 として初めて トラン

ペ ット専攻で修了。06～07年、フィンラン ド オウルンサロ音

楽祭、同音楽祭in神戸においてソリス トとして招待される。富

山県 出身 者 の みで 結 成 され た金 管 ア ンサ ンブルBraSS
cOnec■。n主宰。熊谷仁士、D■vid Herzog、 Stephen Burns、

Allncent Penzarena、 Jouko Harlanne、 室内楽を北村源三、伊

藤清、三浦徹、KaleⅣo Kulmala、 ■mo Ranta、 Pasi Pirinen、

Ralf Gothoniの各氏に師事。

ロンボーン ーーー ーーーー ーーー ーーーーーー

廣瀬 大悟 ひろせかこ●綸プロデユース椛

滑川市出身。県立呉羽高等学校普通科音楽コース卒業。洗足学

園魚津短期大学を経て、01年東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。

秋山鴻市、川原洋二、栗田雅勝の各氏にrin事。富山県内において

は、滑川市制50周 年記念式典奏楽、滑川市吹奏楽祭、滑川市民交

流プラザ ロビーコンサー ト、富山市民文化事業団主催 コンサ

ー ト、県 こどもみらい館主催コンサー ト等に出演。トロンボー

ンクアルテット クラール (2003年結成)メ ンバー。リペアワー

クス音楽教室講師

テューバ ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー

Five・ メンバー。

―カッション ー  ーーーーー  ーーー‐ ―一―

伊藤 拓也 いとうたくや

東京音楽大学卒業、現在桐朋オーケス トラアカデ ミー在籍。こ

れまでに和泉正憲、菅原淳、久保昌一、岡田真理子、藤本隆文、今

村三明、安江佐和子、塚田吉幸、宮崎泰二郎の各氏に師事。現在

オーケス トラを中心に活動。

長屋 綾乃 ながやあやの

桐朋学園大学卒業。桐朋オーケス トラ アカデ ミー研修過程修了。

アンサンブルグループLnie、 Happiness Cafe、 ケフェウス五

重奏団所属。オーケス トラ、ミュージカル、吹奏楽、ライブハ ウ

スでの演奏か ら現代音楽まで幅広 く活動中。打楽器を山lB徹、

佐野恭一、塚田吉幸、打楽器 とマ リンバを松倉利之、安江佐和子、

ラテンパーカッションを萱谷亮―の各氏に師事。

特別グスト

西江 辰郎 誅各タア赫
=ι
奪仝やIスタ_

東京都 出身。桐朋学園 ソリス トデ ユプロマ コース修了。国内

のコンクールに多数入賞。97年 よ リスイスヘ留学。仙台フイ

ル コンサー トマスターを経て、05年 4月 より新 日本フィルハ

ーモニー交響楽団コンサー トマスターに就任。同年せんだい

芸術祭大賞。06年 イタ リアにて リサイタルツアー。サイ トウ

キネ ンオーケス トラ、セ レーノ弦楽 四重奏団、東京フイロス

ク フルテ ッ トメ ンバー。新 日本 フィル、ア ンサ ンプル金沢、

チ ェコ室内管弦楽団など国内外のオーケス トラとソ リス ト

として共演。07年 にはチェロの ミッシャ マイスキー氏 と共

演。09年 にはチ ユー リッヒ、トー ンハ レにて協奏曲デビユー。

本 年 は新 しいCDの リリース 。辰 巳明子 、安 永 徹、TibOr

Vargaの 各氏 に師事。

上森 祥平 3実墨簿亀峯語
エロ

東京藝術大学在学 中に日本音楽 コンクール第 1位 、及び「松

下賞J受 賞。2001年 ベル リン藝術大学 に留学。欧ナ峰

“
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池原 陽子 いけはらようこ

入善町出身。愛知県立芸術大学音楽学部卒業。ハンガ リー国立

リス ト音楽院留学。富山県新人演奏会にて北 日本新聞音楽奨励

賞、富山県知事賞受賞。IOX―AROSA声楽サマーセ ミナーにて

08年優秀賞、09年最優秀賞受賞。リゾー トセ ミナーinト マム声

楽コース伴奏スタッフ。県内外でコンサー トに出演する傍 ら編

曲活動 も行つている。薄井豊美、山崎道子、水野紀子、Gナ ー ド

ル、日本歌曲伴奏法を塚田佳男各氏に師事。

山本 佳澄 やまもとかすみ

射水市出身。東京芸術大学附属高校、東京芸術大学を経て、同大

学院を修了。在学中に芸大フィルハーモニーなどと共演。05年

ハ ンガ リー国立 リス ト音楽院留学。第25回 メエバ アクロポ リ

ス国際 ピアノコンクール (マ ドリッド)第 3位受賞。NHK交
響楽団メンバー と共演を重ね、ヴァイオ リン奏者降旗貴雄氏 と

デュオ『Contrasts』 を組む。NHK FM『 まろの SP日 記』出演。

ヤマハ刊行『極上のビアノ』CD演 奏担当。大澤多美子、田代慎

之介、渡邊健二、ケメネシュ アンドラーシユ、ナー ドル ジョル

ジュ、室内楽を渡邊健二、篠崎史紀、日本歌曲伴奏を塚田佳男、

民族音楽学を横井雅子各氏に師事。

高森 静香 たかもりしずか

富山市出身。桐朋学園大学、ドイツ ハ ノーファー音楽大学、同

大学院ソリス トコース修了。高田信、黒田素子、竹内啓子、井上

直幸、Bグツケの各氏に師事。岩城宏之指揮オーケス トラアン

サンブル金沢、大植英次指揮ハノーフアー北 ドイツ放送フィル

ハーモニー等 と共演。02年 より草津夏期国際音楽アカデ ミー&
フェステイヴアルにてKライスターはかウイーン フィル首席

奏者等によるマスタークラスの伴奏 ピアニス トを務めた。「シ

ューベル トフェスティヴァル」「ラ フオル ジュルネ金沢Jな ど

の音楽祭出演。独奏、協奏曲、室内楽、声楽の伴奏など幅広 く活

動を行いながら、後進の指導にもあたる。

中沖 い くこなかおきいに ●総合プロデュース

富山市出身。愛知県立芸術大学音楽学部卒業。05年 ドイツ メン

デルスゾーン ライプツイヒ音楽大学を首席で卒業。ドイツ三

ヶ所にて新エルブラン ド交響楽団と共演。ポーランドで演奏会

開催。富山では室内楽シリーズを07年より毎年開催。「あすなろ

の森 コンサー トン リーズ」音楽ア ドヴァイザー。ラジオパーソ

ナ リティ。合唱団「クール ファミーユJ創設。「となみ ミュージ

カルキ ッズJ作曲担当。「ラ フオル ジュルネ金沢J出 演。音楽企

画“ムジーククライス 19"主宰。千代緑、江戸輪陽子、辰巳光子、

水本雄三、八重日敬子、Maltin Hughes、 Tomas Marlctls、 田崎

悦子各氏に師事。

ヴアイオリン ーーー ー`一一一―――――一―――

藤田 千穂 ふじたちほ

東京都立芸術高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部演奏学科、

同研究科、ウィーン市立音楽院修了。神奈川音楽 コンクール最

優秀賞、日本クラシック音楽コンクール特別賞、全 日本ソリス

トコンテス ト優秀賞、YBP国 際音楽 コンクール技能賞。スイス

の国際音楽祭「ティチノ ムジカJに てソロリサイタル開催。中

島み 191き「夜会 J(vol ll～ 14)に てス トリングを担当。西川ま

こと、奥田富士子、奥田雅代、霜佐紀子、小林健次、トーマス ク

リステイアン、アレクサンダー アレンコフの各氏に師事。

渋谷 優花 しぶやゆか

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部を卒業、桐朋

学園大学院大学を終了。アジア フィル オーケス トラ アカデ

ミー (韓国)、 オーバー ドホールオペラ「ラ ボエーム」(富 山)参加。

別府アルグ リッチ音楽祭、ザルツプルグ モーツァルテウム音

楽院夏期国際アカデ ミー参加。09年 北 日本音楽奨励賞受賞。

2010年 秋山和慶氏指揮桐朋アカデ ミー オーケス トラと共演。

小澤具琴、上島淳子、久保良治、藤原浜雄、室内楽を青木十良、名

倉淑子、岩崎洸、野島稔、若林顕、新実徳英の各氏に師事。桐朋オ

ーケス トラアカデ ミー研修過程に在籍、桐朋学園大学付属「子

|ど―も,の ための音楽教室」非常勤講師。

高田 剛志 たかたつよし●特別駆

富山市出身。京都市立芸術大学チェロ演奏科卒業。94年 ドイツ

国立ハンブルク音楽大学チェロ演奏科に留学。98年首席卒業後、

同音楽大学大学院に進み、助手 として後進を指導。01年同大学

院を修了。独演奏家資格国家試験、独 ソリス ト国家試験に最優

秀で合格。独ハンブルク ロータ リー財団特待生。02年度青山音

楽賞 (京都、青山財団)受賞。03年度第1回大阪市推薦アーテイ

ス ト。08年 (財 )富山市民文化事業団主催 オーバー ドホール室

内楽シリーズ「ふた りのバ ッハ～メールホルン&高 田岡l志」。国

内外の多数のオーケス トラと共演する他、客演首席奏者 として

多 く招かれる。CD「 Ce■ ofmtasie～ バッハからの幻想～」。尚美

学園大学講師。上村昇、故三塚実、参納純三、岩崎洸、ヴォルフガ

ング メールホルン、故ハーヴィー シャピロ、故シモン ゴール

ドベルクの各氏に師事。東京都清瀬市在住。

コントラフヽス ーーーーー‐――― 一   ――――

竹田 勉 たけだつとむ

富山県南砺市 (日 城端町)出 身。金沢大学教育学部、東京芸術大

学卒業。チエコ共和国プラハ にて研鑽を積み、帰国後オーケス

トラや室内楽で活動。07年 新日本フィルハーモニー交響楽団に

入団、2010年ニユーイヤーコンサー トにて協奏曲を新 日本フ

ィルと共演 し好評を博す。松中久儀、永島義男、ツオル ト ティ

バイ、イジー フデツツの各氏に師事。新 日本フィルハーモニー

交響楽団首席コン トラバス奏者。

フルート ーー  ーー ーーー ーー ーー ーーー ーーー

城宝 泰子 しようほうやすこ

南砺市井波出身。武蔵野音楽大学卒業、桐朋オーケス トラアカ

デ ミー研修課程修了、ウィーンなど国内外のマスタークラス参

加。第8回KOBE国 際学生音楽 コンクール優秀賞、第 10回 大垣

音楽祭最優秀新人賞、05年 ブラシ ヨフ木管国際音楽コンクール

第 3位。05年 ルーマニアにて国立ブラシヨフフイルハーモニー

と協演、08年 富山県オーケス トラ連盟主催 コンサー トに協演の

他、ソロや室内楽多数。有田正広、一戸敦、佐野悦郎、清水信貴、

野津臣貴博、峰岸壮一、吉田春代の各氏に師事。

四十谷 諒 かヽたにりよう

富山市出身。富山県立呉羽高等学校普通科音楽 コース、北海道

教育大学芸術課程音栗 コースを卒業。現在、東京芸術大学音楽

学部別科にて高木綾子氏に師事。阿部博光、細川順三の各氏に

師事。北海道教育大学在学中、第 146回 日演連推薦新人演奏会

において札幌交響楽団 (高 関健指揮)と 共演。北海道作曲家協会

発足記念演奏会に出演。第 17回 日本クラシツク音楽コンクール

全国大会入選。工藤重典氏、PLグ ラーフ、Mラ リューのマス

タークラス受講。日本フルー ト協会、札幌フルー ト協会各会員。

ラリネット ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西田 宏美 にしたひろみ

富山市出身。富山県立呉羽高等学校音楽コース卒業。武蔵野音

楽大学卒業。スイス イタ リア音楽院大学院修士課程を首席で

卒業。ソリス トコース就学許可を得る。09年渡米。チャールズ

ナイデイック、大島文子の各氏に師事。第 18回新人演奏会にて

富山県知事賞、北日本新聞音楽奨励賞受賞。第 3回 北陸新人登

竜門コンサー トにて故 岩城宏之氏指揮オーケス トラアンサン

ブル金沢 と共演。その他、ヨーロッパ各地の国際コンクールに

おいて優秀な成績を残す。ラ フオル ジェルネ金沢2008に 出演。

大橋 真紀 おおはしまき

武蔵野音楽大学卒業後、フランスヘ留学。モン トロイユ国立音

楽院高等課程を金メダルで修了、研究課程修了。パ リ13区音楽

院高等課程をプル ミエ プリで修了。室内楽クラスをプル ミエ

プ リで修了。オルネー スウ ボア国立音楽院研究課程を修了。

室内楽クラスを満場一致のプル ミエ プリで修了。94年 北日本

新聞社音楽奨励賞、98年 ヨーロッパ音楽コンクール プル ミエ

プリ受賞。クラリネットを千葉直師、山本正治、モー リス ギャベ、

ジェローム ジェリアン ラフェリエール、ジャン フランソフ

ヴェルディエ、室内楽を山本正治、ポンテの各氏に師事。本し幌市

在住。

サクソフォン ーーーーーー ーー ーーーーー ーー ー 全曲リサィ́ ″ン

角 口 圭都 かどぐちけいと

県出身。県立富山東高校を経て東京芸術大学音楽学部 ||

在同大学院音楽研究科 2年に在籍。石灰幹子、

男、須川展也、平野公崇、大城正司、室内楽を中村

。2010年 に北陸章竜F]コ ンサ,卜 ヽ

会な|ど
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