石川ファミリーアンサンブル主催
<<

クラシ ック音楽 を楽 しむ会 >>

ュオ ン・ r

トノオ

ヴアイオリン :安 田紀生子
チェロ :高群輝夫
ピアノ :蓼 沼明子
フォー レの晩年の傑作 と若 き
ブラームスの傑作がたっぷ り
たっぷ りと楽 しめます。

2022年 9月 3日

(土 )

開場 14:00 開演 14:30(終 演予定 16:20)
大和市文化創造搬点 シ リウス サブホール
♪.エ ルガー 朝 の歌
♪.ブ ラームス スケルツォ
♪.フ ォー レ エ レジー ハ短調 Op.24
♪.フ ォー レ ピアノニ重奏曲 二短調 Op.120
♪.ブ ラームス ピアノニ重奏曲第 1番 口長調 Op.8
全 自由席 一般 :2000円

学生 :1500円 (6月 1日 よりlFホ ール事務室で販売*)

小学生は保護者同伴要、未就学児同伴でのご入場はご遠慮下さい。

*ア ルキュオ ン・ ピアノ トリオのメンバー及び石川ファミリー

<お 問合せ >Emai■ ishikawa@music.email.nejp
TEL&FAX 046‐ 269… 6055(石 ,II)
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アンサ ンブル より直接購入することも出来ます。
チケットご希望の方は、Emailま たはお電話 (ま たは FAX)
で下記までお問い合わせ下さい。
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この コ ンサ ー トは会場 内に募金箱 を設置す るチ ャ リテ ィ コンサ ー トです。
この コンサ ー トで集 め られた寄付金 は、大和市社会福祉協議会
(http:〃

.yamatO‐ shakyo.orjP/)の 善意銀行へ全額寄付致します

―
(寄 付は任意です)。

０

(留 守の場合はメッセージをお残し下さい。折返しお電話を差し上げます)
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小田急江 ノ島線・ 相鉄本線 大和駅か ら徒歩 3分
※駐車場 の数に限 りが あ りますので、公共交通
機関で の ご来場 をお願 いいた します。
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ピ アノ ト リオ
日野市 に在住の演奏家 3人 で結成 し、約 10年 の活動を続 けて

い る。年 に数回 コンサ ー トを開き、古典か ら近現代 まで幅広 い レ
パー トリー を持つ。 「近代 ピアノ トリオ傑作選」 と題 して、20
世紀初頭 に書かれた珍 しい作品の演奏 のシリーズ も続 けてい る。
iοたοrβ syJコ
安田紀生 子 rブ ァイォ ノ刀 κ」
桐朋学園大学ディプロマコースに進学。在学中より「アンサ ン
ブル・ レゾナンス」を結成 し演奏活動を開始する。また、現代音
楽のエキスパー トとして、現在活躍中の作山家からの信望も厚 く、
それらの作山家の作品を初演することも多い。一方で 2004年
以来「オラトリオ・ シンフォニカ 。JAPAN」 のコンサー ト・ ミ
ス トレスとして活躍し、 2007年 にはウィーン・ フィルのメン
バー と共に「アンサンブル・ ウィーン・ 東京」を結成 し現在に至
H。
っている。2019年 ロシアに於いて交流 コンサー トに参力

肩翔切りそ rチ ェロ
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ースで学び、東京藝術大学修士課程修
桐朋学園大学 C.Dipコ
'Ter[rο
了 (古 楽専攻 チ ェロを毛利伯郎、鈴木秀美の各氏 に師事。
2013年 まで東京 シティ・ フイルハーモニ ック管弦楽団のフォアシュピー ラー奏者を務める。
現在様 々なオーケス トラ、室内楽、また古楽の分野でも活躍 している。バ ロック・ アンサ ンブ
ル 「ラ 。フォンテーヌ」 「タマーズ弦楽四重奏団」な どのメ ンバー。
ホームページ httD7/Vi01once1lo― takamureoiimdoocom
)。

4たko T覆 どettyttβ
蓼沼明子 rピ /ノ ) ッ
東京藝術大学卒業。同大学院修 士課程修了。故手塚敏子、故原智恵子、小木曽美智子 の各氏 に師事。
2011年 か らソロ 。リサイタル を 4回 開催す る。他、室内楽・ 声楽・ 合唱の伴奏者 として も幅広 く活動。
教会、サ ロン、保育園、病院、高齢者施設な ど、多彩な演奏活動 を行 う。 「おはな し音楽隊 ピ ッコロ」
「すすきだ音楽隊」メ ンバー。

ココロ クラシック音楽を楽しむ会 ロココ
演奏会を催すには、主役である演奏者の卓越 した演奏はもちろんですが、演奏者が舞台にあがるまでの
様 々な労力や コス トが必要です。演奏者が 二人で企画、会場手配、チケ ット手配、宣伝、受付、会計、 そ
して演奏まで全てをこなす ことは不可能です。 このため、優秀な若手演奏家が コンサー トを簡単 に催せな
いのが現実です。プロの演奏家でも同じで、多 くのスタッフによる助力が必要です。演奏家 にとって、 こ
のような企画、運営をサポー トして くれるスタッフがいれば、舞台で演奏 に集中でき、良い演奏を提供で
き、 コンサー トが成功することは言うまでもありません。
そこで、石川 ファミリーアンサ ンブルは、 これまでの経験を活かし、 この ような コンサー トのお手伝い
をしようと企画したのが、 このクラシック音楽を楽 しむ会です。 コンサー トは何より入場者の確保が大事
であ り、採算を度外視 した コンサー トであってはいけません。演奏家 は、その優れた演奏により対価を得
るべ きです。上記の主旨のため、運営上、他の演奏会 とは少 し異なる点もありますが、大勢の皆様 にご来
聴いただき、そ して名演奏を心ゆ くまで楽 しんでいただけるように工夫を致 します。 このコンサー トがき
っか けで、演奏家 にとって多 くの大和のフアンを獲得できればと願 っています。
リサイタルご希望の方 は以下のホームページをご覧頂 き、主旨や条件などをよくご確認の上、email又
はお電話あるいは FAXで お問い合わせ ください。
・ 石川音楽工房(ク ラシック音楽を楽 しむ会、演奏者募集):
。
nejp/asahViShikawa/muttC/fam』 y/tanOshimukaiohtml
http:〃
―
・ email:s‐ ishikawa@Inusiccemail.neeJp
TEL&FAX:046‑269‑6055

