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 キット・アームストロング（ピアノ）Kit Armstrong 

キット･アームストロングは、世界有数のオーケストラ、指揮者と共演する一方で、作曲

家、オルガニストとしてもキャリアを築いている。 

アームストロングは、ウィーンのムジークフェライン、アムステルダム･コンセルトヘボ

ウ、ベルリン･フィルハーモニーホール、エルプフィルハーモニー･ハンブルク、東京のサ

ントリーホールといった各国の一流の演奏会場に登場している。共演した指揮者には、テ

ィーレマン、ブロムシュテット、シャイー、ケント･ナガノ、ホーネック、サロネン、ティ

チアーティらがいる。また、ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団、ドレスデン国立歌劇場

管弦楽団、バイエルン放送交響楽団、ゲヴァントハウス管弦楽団、NHK 交響楽団、アカデ

ミー室内管弦楽団など、世界の一流オーケストラとも共演している。 

室内音楽にも情熱を傾けており、ルノー･カピュソンと、ザルツブルク･モーツァルト週間

とベルリンのブーレーズ･ホールでモーツァルトのヴァイオリン･ソナタ全曲、ベンジャミ

ン・アップル、ユリアン･プレガルディエンらとは重要な歌曲を共演した。またベルリン･

フィルハーモニーおよびウィーン・コンツェルトハウスなどで、オルガニストとしてリサ

イタルを開いている。作曲家としては、ライプツィヒ･ゲヴァントハウスやヴィンタート

ゥール･ムジークコレギウムなどより作曲を委嘱され、楽譜はペータースより出版されて

いる。 

さらにメクレンブルク=フォアポンメルン音楽祭、ヴィンタートゥール･ムジークコレギウ

ム、ヴュルツブルク・モーツァルト音楽祭、ブリュッセルのパレ・デ・ボザールなどのア

ーティスト･イン･レジデンスに選ばれている。 

ソロ･アルバムにはソニー･クラシカルより発表された『リスト：交響的情景』、『バッハ、

リゲティ、アームストロング』がある。2017 年に Unitel よりリリースされた、アムステ

ルダム･コンセルトヘボウでのソロ･リサイタルを収録した DVD『バッハ《ゴルトベルク変

奏曲》とその先人たち』は、世界的な評価を受けた。2021年にはドイツ・グラモフォンよ

り『ウィリアム・バード＆ジョン・ブル：作品集』をリリースした。 

1992年ロサンゼルス生まれのアームストロングは、フィラデルフィアのカーティス音楽院

とロンドンの王立音楽院で学んだ。7 歳の頃チャップマン大学で作曲を、カリフォルニア

州立大学で物理学を学び始め、のちにペンシルヴェニア大学で化学と数学、インペリアル･

カレッジ･ロンドンで数学を学んでいる。さらにパリ第 6大学で純粋数学の修士号を得た。 

2005 年からの指導者および助言者であるアルフレッド･ブレンデルは、アームストロング

を「偉大なピアノ作品に対して斬新さと繊細さ、情感と知性を結びつける解釈を示してい

る」と評した。2 人の師弟関係はマーク･キデル監督の映画『ピアノの椅子に火をつけろ』

で描かれている。 

2012 年、アームストロングはフランスのヒルソンにあるサント テレーズ教会をコンサー

トや展示会場とするために購入。ここを本拠として、地域および世界に向けた、学際的な

プロジェクトを展開し、国際的な注目を集めている。 

 

出演公演 

2023年 4月 1日[土]16:00/4月 4日[火]19:00/4月 6日[木]19:00/ 

4月 8日[土]16:00/4月 10日[月]19:00東京文化会館 小ホール  

キット・アームストロング（ピアノ） 鍵盤音楽年代記（1520-2023）I～V 
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青木尚佳（ヴァイオリン）Naoka Aoki 

2021年春よりミュンヘン・フィルのコンサートマスターを務める青木尚佳は、現在最も期

待されている若手ヴァイオリニストのひとりである。 

2014 年 11 月、フランス・パリで行われたロン＝ティボー＝クレスパン国際コンクールで

第 2位受賞。併せてコンチェルトの最良の解釈に贈られるモナコ大公アルベール二世賞を

受賞する。また同年 10 月、中国・チンタオで行われた第 4 回中国国際ヴァイオリンコン

クールにて第 2 位受賞。さらに、2016 年 6 月仙台国際コンクールにおいて第 3 位に輝い

た。 

ロン＝ティボー＝クレスパン国際コンクール入賞後、本格的な演奏活動を開始。NHK 交響

楽団、東京交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団を始めとする日本各地のオーケスト

ラに招かれる。 

2009年第 78回日本音楽コンクール第 1位。2010年 NHK交響楽団とパガニーニ：ヴァイオ

リン協奏曲を共演しデビュー。11 歳より堀 正文氏に師事した後、桐朋学園大学音楽学部

ソリスト・ディプロマ・コースを経て、2011年より英国王立音楽大学にトム・ナッパー氏

及びロームミュージックファンデーションより奨学金を得て留学、15年 7月に卒業。卒業

に際し、全卒業生の中から男女各 1名ずつ贈られるタゴール・ゴールドメダルを受賞。同

年 9 月より英国王立音楽院にて藤川真弓氏に師事し 17 年 9 月に卒業、ディプロマを取得

する。2018年秋よりミュンヘン音楽大学にてアナ・チュマチェンコ氏のもとさらなる研鑽

を積む。 

ロンドンでの多数のリサイタルの他、2012 年、2014 年と 2 回に渡り英国王立音楽大学協

奏曲コンクールにて優勝。室内楽も積極的に行っており、2012年 9月より弦楽四重奏団を

結成、2013年英国王立音楽大学弦楽四重奏コンクールにて優勝し、チッピング・カムデン・

フェスティバル、ロイヤル・アルバート・ホール、ウィグモア・ホール、カドガン・ホー

ルその他多数のフェスティバルにて演奏を行う。 

2014年 6月、スイス国際音楽アカデミーに参加し、小澤征爾氏とヴィクトリアホール、シ

ャンゼリゼ劇場で共演した。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]19:00東京文化会館 小ホール 

青木尚佳（ヴァイオリン）、ジャノ・リスボア（ヴィオラ）、ウェン＝シン・ヤン（チェロ） 

 

青山 貴（バリトン）Takashi Aoyama 

東京藝術大学卒業、卒業時に松田トシ賞受賞。同大学大学院修士課程オペラ科修了。二期

会オペラスタジオ第 44 期マスタークラス修了（修了時に最優秀賞・川崎静子賞を受賞）。

新国立劇場オペラ研修所第 4期修了。文化庁、ローム ミュージック ファンデーションの

奨学金を得てボローニャ、ミラノで研鑽を積む。第 19 回五島記念文化賞オペラ新人賞受

賞。 

2007年第 6回カルロス・ゴメス国際コンクール第 1位（イタリア・トリノ、リヴァルバ）。

2010年第 4回マグダ・オリヴェーロ国際コンクールファイナリスト（イタリア・ミラノ）。 

オペラでは、藝大定期《コジ・ファン・トゥッテ》グリエルモ、藝大オペラプロジェクト

《ラ・チェネレントラ》ダンディーニ、新国立劇場オペラ研修所公演《魔笛》パパゲーノ、

《フィガロの結婚》アルマヴィーヴァ伯爵、《こうもり》ファルケ、《ラ・ボエーム》ショ

ナール、《アルバート・ヘリング》ゲッジ牧師、《ファルスタッフ》タイトルロールで出演。

新国立劇場には 2003 年《ホフマン物語》へルマンでデビューし、2004 年《マクベス》第
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1の幽霊、《カルメン》モラレス、2008年《黒船》第二の浪人、漁師、《トゥーランドット》

官吏、2010年《カルメン》モラレスで出演。2006年二期会《蝶々夫人》ヤマドリ、横浜オ

ペラ未来プロジェクト《コジ・ファン・トゥッテ》グリエルモ、2007年二期会《仮面舞踏

会》レナート、町田市民オペラ《ラ・ボエーム》マルチェッロ、2009年新国立劇場オペラ

鑑賞教室《トスカ》スカルピア、2012年同鑑賞教室《ラ・ボエーム》マルチェッロ、2010

年サイトウ・キネン・フェスティバル松本《サロメ》ナザレ人 1、2011年石川・富山・新

潟・福井・兵庫共同制作《椿姫》ジェルモン、日生劇場《夕鶴》運ず、2012年二期会《ナ

ブッコ》タイトルロールでは、存在感ある演唱で好評を博した。同年、シャルル・デュト

ワ指揮 NHK 交響楽団《夜鳴きうぐいす》にも出演。2013 年いずみホール ヴェルディ生誕

200 年《シモン・ボッカネグラ》パオロでも存在感を示し、神奈川県民ホール・びわ湖ホ

ール共同制作《ワルキューレ》ヴォータンで絶賛を浴びた。以後も 2013年 11月新国立劇

場《ホフマン物語》、同 12月まつもと市民芸術館《カルメン》エスカミーリョ、2014年び

わ湖ホール《リゴレット》モンテローネ伯爵、2015年びわ湖ホール・神奈川県民ホール共

同制作《オテロ》モンターノ、日生劇場《ドン・ジョヴァンニ》レポレッロ、2016年びわ

湖ホール・神奈川県民ホール共同制作《さまよえるオランダ人》オランダ人、日生劇場《セ

ビリアの理髪師》フィガロで出演。びわ湖ホールプロデュースオペラ《ニーベルングの指

輪》には、2017 年《ラインの黄金》ヴォータン、2018 年《ワルキューレ》ヴォータン、

2019 年《ジークフリート》さすらい人で出演、高い評価を得た。また、2018 年日生劇場

《魔笛》パパゲーノ、2019年新国立劇場鑑賞教室《蝶々夫人》シャープレス、アンサンブ

ル金沢《耳なし芳一》与作、2021年東京・春・音楽祭 イタリア・オペラ・アカデミー《マ

クベス》タイトルロール、新国立劇場鑑賞教室＆びわ湖ホール《カルメン》エスカミーリ

ョ、オペラ夏の祭典《ニュルンベルクのマイスタージンガー》コートナー、2022年びわ湖

ホール オペラへの招待《ファルスタッフ》タイトルロールで好評を博す。 

コンサートではバッハ《ロ短調ミサ》《マタイ受難曲》《ヨハネ受難曲》、ヘンデル《メサイ

ア》、ハイドン《天地創造》《四季》、メンデルスゾーン《エリア》、モーツァルト《レクイ

エム》、ベートーヴェン《第九》、《ミサ・ソレムニス》、ヴェルディ《レクイエム》、フォー

レ《レクイエム》、ブラームス《ドイツ・レクイエム》、オルフ《カルミナ・ブラーナ》、ウ

ォルトン《ベルシャザール王の饗宴》、ブルックナー《テ・デウム》、ドヴォルザーク《ス

ターバト・マーテル》、マーラー《千人の交響曲》等のソリストを務める。また、男声ユニ

ット IL DEVU メンバーとして、アルバム『DEBUT』『NUKUMORI』（日本コロムビア）リリー

ス。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 4月 1日[土]19:00東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による《仮面舞踏会》 

（抜粋／演奏会形式／字幕付） 

 

秋本悠希（メゾ・ソプラノ）Yuki Akimoto 

広島県尾道市出身。東京藝術大学、同大学大学院修士課程を経て、同大学院後期博士課程

修了。東京藝術大学より三菱地所賞、アカンサス音楽賞など多数受賞。文化庁新進芸術家

在外研修員としてロンドンに留学。英国王立音楽院オペラ・ディプロマに学費全額免除の

特待生として入学、日本人初のオペラ科卒業生となる。2020年、世界屈指の音楽の殿堂で

あるウィグモア・ホールのリサイタルに出演し、英国デビュー。第 17回コンセール・マロ
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ニエ 21、リチャード・ルイス・アワード、英国音楽コンクールの全てで優勝。ワーグナー

ソサエティー国際コンクールファイナリスト。リーズ国際歌曲祭、NHK-FM「リサイタル・

ノヴァ」、藝大メサイア、東急ジルベスターコンサート、オーケストラ・アンサンブル・金

沢カウントダウンコンサート、東京交響楽団《第九》等に出演。オペラでは東京・春・音

楽祭ワーグナー・シリーズ《ラインの黄金》《ワルキューレ》《神々の黄昏》、NISSAY OPERA

《ルサルカ》、小澤征爾音楽塾子どものためのオペラ《こうもり》、セイジ・オザワ松本フ

ェスティバル子どものためのオペラ《フィガロの結婚》、金沢オペラ《滝の白糸》等に出演

し、NHK 交響楽団、読売交響楽団、オーケストラ・アンサンブル・金沢、東京交響楽団を

はじめとする多くのオーケストラや指揮者と共演。歌唱・演技共に高く評価される、現在

最も注目される歌手の一人。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]14:00東京都美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「エゴン・シーレ展」記念コンサート vol.2 秋本悠希（メゾ・ソプラノ） 

 

阿部早希子（ソプラノ）Sakiko Abe 

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。イタリア政府給費奨学金などの奨学金を得て渡伊。ミ

ラノ市立音楽院歌曲科、ピアチェンツァ国立音楽院歌曲科修士課程をそれぞれ首席にて卒

業。ミラノ市立音楽院古楽バロック唱法科にて研鑽を積む。第 75 回日本音楽コンクール

入選並びに岩谷賞、伊・V・ブッキ国際現代音楽コンクール第 2位など日伊にて数々の賞を

受賞。イタリア各地にて数々のソロリサイタルに出演する他、多くの国際音楽祭に招聘さ

れる。またフランス・モンペリエ・オペラ座で開催された仏国営ラジオ局 Radio Franceフ

ェスティバルにてラ・ヴェネクシアーナ公演、カヴァッリ：オペラ《アルテミジア》に準

主役で出演しその模様は仏・ラジオ局 Radio France及び伊・ラジオ局 Radio3にて生中継

された。 

ALMレコーズより『A.ステッファーニ：2声のための室内カンタータ集』が発売され、レコ

ード芸術誌特選盤、読売新聞推薦盤、音楽現代推薦盤に選出された。 

また帰国後、東京で行われたリサイタルは朝日新聞、音楽の友、オン・ステージ新聞など

各誌で高く評価され、朝日新聞紙上にてインタビュー記事が掲載された。 

R.エガー指揮、紀尾井シンフォニエッタ東京《パーセルとヘンデル》（東京・春・音楽祭）、

モンテヴェルディ：歌劇《ウリッセの帰還》（北とぴあ国際音楽祭）、日伊修交 150周年記

念・モンテヴェルディ：歌劇《オルフェオ》、モンテヴェルディ：歌劇《ポッペアの戴冠》

オッターヴィア役、ヘンデル：オラトリオ《テオドーラ》主演（ヘンデル・フェスティバ

ル・ジャパン）など出演多数。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00/19:00 東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

【第 III部】シュトラウス風・ウィーンのおもてなし：公園で〈博覧会〉を 
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阿部友紀（オーボエ）Yuki Abe 

東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。 

これまでに鈴木繁、和久井仁、青山聖樹、広田智之、岡北斗の各氏に師事。またオットー・

ヴィンター、ディートヘルム・ヨナス、ハンスイェルク・シェレンベルガー、クリストフ・

ハルトマンのレッスンを受ける。 

2016年ロームミュージックファンデーション音楽セミナーに参加。 

ソリストとして仙台ジュニアオーケストラ、仙台フィルハーモニー管弦楽団と共演。 

現在、国内オーケストラの演奏会の出演、ミュージカルなど活動する。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

 

有馬純寿（電子音響）Sumihisa Arima 
1965年生まれ。エレクトロニクスやコンピュータを用いた音響表現を中心に、ジャンルを

横断する活動を展開。ソリストや室内アンサンブルのメンバーとして「サントリーホール 

サマーフェスティバル」「コンポージアム」などの現代音楽祭をはじめ数多くの演奏会で

電子音響の演奏や音響技術を手がけ高い評価を得ている。第 63 回芸術選奨文部科学大臣

新人賞芸術振興部門を受賞。2012年より国内外の現代音楽シーンで活躍する演奏家たちと

現代音楽アンサンブル「東京現音計画」をスタート。秋吉台国際芸術村「ペルセポリス」

ソリスト、東京現音計画、東京シンフォニエッタのメンバーとして、サントリー芸術財団

佐治敬三賞をこれまで複数回受賞している。 

現代音楽作品の電子音響の演奏に加え、一柳慧、湯浅譲二、杉山洋一、山根明季子、坂東

祐大をはじめとする作曲家との共同作業、国内外の実験的音楽家やスガダイロー、石若駿

などジャズミュージシャンとのセッションも積極的に行っている。 

また、会田誠、小沢剛らとの「昭和 40 年会」をはじめ美術家とのコラボレーションも多

く、国内外の展覧会やアートプロジェクトにも多数参加している。 

現在、帝塚山学院大学リベラルアーツ学科准教授、東京音楽大学大学院特任教授、京都市

立芸術大学非常勤講師。 

 

出演公演 

2023年 3月 24日[金]19:00上野の森美術館 展示室 

ミュージアム・コンサート 

山田 岳（ギター）〜現代美術と音楽が出会うとき 

 

池松 宏（コントラバス）Hiroshi Ikematsu 

1964年ブラジルに生まれる。19歳よりコントラバスを始め、堤 俊作氏に師事。桐朋学園

大学卒業後、カナダの音楽祭に度々参加、ゲーリー・カー氏に師事。89年 NHK交響楽団に

入団、94年より同団首席奏者を務める傍ら、ソロや室内楽などでも幅広く活躍。またライ

ブ活動も積極的に行い、ソロ・コントラバス、アンサンブル、サイレントベース 5台によ

る公演等、クラシックの枠にとらわれない柔軟なアイディアとパフォーマンスで数多くの
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聴衆を魅了した。その他、倉敷音楽祭、宮崎国際音楽祭、ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジ

ャポン、ドレスデン音楽祭、セイジ・オザワ松本フェスティバルへの参加、JTアートホー

ル室内楽シリーズ、水戸室内管弦楽団などへの出演等、国内外の一流演奏家からの信頼も

厚く、共演を希望する声は後を絶たない。レコーディングも活発に行っており、これまで

に 6 枚『オーパ、コントラバス！』『ノーヴァ、コントラバス！』『5 つのアヴェマリア』

『ラフマニノフ・ソナタ』『日本の詩』『ショパン・ソナタ』のソロ・アルバムをリリース。

平原綾香の『明日』や『アヴェマリア』の CD でもソロで共演している。2006 年 NHK 交響

楽団を退団。家族と共にニュージーランドに移住、同年 5月にニュージーランド交響楽団

首席コントラバス奏者に就任。2014年帰国し現在東京都交響楽団首席奏者。現在、紀尾井

シンフォニエッタ東京、東京アンサンブル、水戸室内管弦楽団、サイトウ・キネン・オー

ケストラのメンバー。後進の指導にも力を入れており、現在、東京藝術大学教授、国立音

楽大学客員教授。またポーランド、オーストラリア、中国など海外の音楽祭や音楽大学に

招かれマスタークラスを行っている。渓流釣りが趣味で、2013年ニュージーランド・ナシ

ョナル・フライフィッシング・ペア大会にて優勝。 

 

出演公演 

2023年 4月 2日[日]14:00東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ 20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 

 

石井基幾（テノール）Motoki Ishii 

神奈川県出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、同大学院音楽研究科声楽専攻（修士課

程）を修了。卒業時にアカンサス音楽賞、同声会賞を受賞。第 4回日光国際音楽祭声楽コ

ンクール準大賞（第 2位）、第 30回宝塚ベガ音楽コンクール第 2位受賞。2020年 3月より

バリトンからテノールへ転向。これまでに神奈川フィルハーモニー管弦楽団（指揮：大井

剛史）、東京フィルハーモニー交響楽団(指揮：沼尻竜典)、関西フィルハーモニー管弦楽団

（指揮：佐々木新平）などと共演。W.A.モーツァルト《ヴェスペレ》、F.シューベルト ミ

サ曲 第 2 番 ト長調 D167、ミサ曲 第 5 番 変イ長調 D678 などの宗教曲でソリストを務

める。オペラでは 2021年サントリーホール主催のフレッシュ・オペラ（指揮：村上寿昭）

にて G.ヴェルディ《椿姫》アルフレード役を演じオペラデビュー。2022 年藤沢市民オペ

ラ（指揮：園田隆一郎）G.プッチーニ《ラ・ボエーム》ロドルフォ役（カヴァー）を務め

る。今後の出演予定として、しまね県民オペラ 2023（指揮：水戸博之）《ラ・ボエーム》

ロドルフォ役（カヴァー）、パルピニョール役、日生劇場開場 60周年記念公演 NISSAY OPERA 

2023、L.ケルビーニ《メデア》（日本初演）ジャゾーネ役（アンダースタディ）とオペラで

のレパートリーを広げている。最近では、公益財団法人日本舞台芸術振興会／日本経済新

聞社主催の「旬の名歌手シリーズ 2022-Ⅲ」において、世界的ソプラノ歌手 Lisette Oropesa

との共演（指揮：Francesco Lanzillotta）で好評を博す。現在サントリーホール オペラ・

アカデミー第 5 期アドバンスト・コース在籍中。これまでに声楽を柳澤涼子、福島明也、

G.Sabbatiniの各氏に師事。 

 

出演公演 

2023年 4月 1日[土]19:00東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による《仮面舞踏会》 

（抜粋／演奏会形式／字幕付） 
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石垣絢子（作曲／編曲）Ayako Ishigaki 

東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、同大学院修了。奏楽堂日本歌曲コンクール作曲部門中

田喜直賞の部優秀賞。 

2015年より開催している石垣絢子個展シリーズ「言葉と音楽」で朗読・声楽・ピアノの編

成による新曲の発表を続け、2021 年には俳優の寺田 農氏と共演し《〜朗読とピアノのた

めの〜小熊秀雄童話「焼かれた魚」》を初演、好評を博した。また実相寺昭雄研究会主催「実

相寺昭雄メモリアル・コンサート」ではこれまでの全公演に於いて作曲・編曲・ピアノ演

奏を担当している。 

合唱団や演奏家からの新曲委嘱や脚本・演出・音楽全てを自ら手掛けたミニオペラの上演、

写真家、イラストレーター、映像クリエーターなど異様種アーティストとのコラボ制作も

行う。そのほか室内楽、吹奏楽、オーケストラの編曲や札幌、東京、岡山、石垣島など全

国各地で子ども音楽ワークショップ講師を務めるなど多方面で活動中。 

 

出演公演 

2023年 3月 26日[日]13:30/15:00 

東京春祭 for Kids 子どものための絵本と音楽の会 

『クマとこぐまのコンサート』 

 

石川 滋（コントラバス）Shigeru Ishikawa 

読売日本交響楽団ソロ・コントラバス奏者、洗足学園大学客員教授、桐朋学園大学非常

勤講師、東京藝術大学非常勤講師。 

東京生まれ。3歳より祖母にピアノを師事。慶応義塾大学経済学部卒業。大学在学中、桐

朋学園大学ディプロマ・コースにも在籍し、堤俊作にコントラバスを師事。88年渡米、

エール大学音楽学部にてゲイリー・カーに師事し、ジュリアード音楽院にてユージン・

レヴィンソンに師事。ニューワールド交響楽団首席奏者、フロリダ・フィルハーモニッ

ク・オーケストラ首席奏者、スイスのベルン交響楽団ソロ首席奏者を経て、13年より読

売日本交響楽団ソロ・コントラバス奏者。 

92年よりサイトウ・キネン・フェスティバル（現：セイジ・オザワ松本フェスティバ

ル）に参加。コントラバスのソロ楽器としての可能性を追求している。バッハの無伴奏

チェロ組曲の演奏を自身のライフワークとし、CD『J.S.バッハ無伴奏チェロ組曲第 1,2,3

番』(11年)、『J.S.バッハ無伴奏チェロ組曲第 4,5番』13年、レコード芸術特選盤では

注目を集めた。コロムビアより『癒やしのコントラバス』をリリース。15年久石譲《コ

ントラバスのための協奏曲》を久石譲指揮、読売日本交響楽団で世界初演し、その模様

が日本テレビ「読響シンフォニックライブ」で放映された。同協奏曲収録の CD『ミニマ

リズム 4』が 21年にリリースされた。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

  



9 

 

石川未央（ヴァイオリン）Mio Ishikawa 

2001年、姫路市生まれ。2歳からピアノ、3歳からヴァイオリンを始める。第 11回関西弦

楽コンクール 優秀賞及び審査員賞受賞。第 3回岐阜国際音楽コンクール、第 17回熊楠の

里音楽コンクール、第 3回 NAGANO国際音楽祭コンクール、第 67回全日本学生音楽コンク

ール大阪大会、全て 1位。 

第 23回日本クラシック音楽コンクール全国大会第 3位。第 68回全日本学生音楽コンクー

ル大阪大会第 2 位。第 69 回全日本学生音楽コンクール全国大会第 2 位。第 9 回ノヴォシ

ビルスク国際ヴァイオリンコンクール第 2位。ノヴォシビルスク州立オーケストラと共演。

相愛ジュニアオーケストラ在籍中に、イタリアに渡り、ローマ、ミラノなど 4ヶ所で演奏

会を行い、シエナ郊外のサンガルガーノ修道院、ミラノ郊外のロンバルディア州庁舎にて

ソリストを務める。学内成績優秀者による、スチューデントコンサート、卒業演奏会、第

104回室内楽演奏会に出演。 

現在、辰巳明子氏に師事。桐朋女子高等学校音楽科を卒業し、現在、桐朋学園大学音楽学

部 3 年に特待生として在学中。2022 年度より、副専攻ピアノ科にて清水和音氏に師事。

2021、2022 年度青山音楽財団奨学生。サントリーホール室内楽アカデミー7 期フェロー。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

石坂 宏（指揮）Hiroshi Ishizaka 

東京生まれ。5 歳よりピアノ、ソルフェージュのレッスンを受け、のち、作曲、指揮も学

ぶ。 

10代より藤原歌劇団などで稽古ピアニストを務める。 

慶応大学卒業後、ドイツ・フライブルク音楽大学に留学、指揮、オペラコレペティツィオ

ン、リート伴奏を A.Kortel、Ulrich.Furrer、Markus.Lehmann、Johannes.Fritzschのもと

で研鑽する。 

1989年～2004年フライブルク音楽大学オペラ科講師。 

フライブルク歌劇場のコレペティトゥーアを始めとして、ドイツ・スイスの歌劇場と契約。 

スイス・バーゼル歌劇場にてモーツァルト《偽の女庭師》で指揮者デビュー。以後、多く

のオペラ・オペレッタを指揮する。 

2000年～04年バーゼル音楽大学オーケストラ講師。 

日本では小澤征爾音楽塾、サイトウ・キネン・オーケストラ、東京オペラの森（現：東京・

春・音楽祭）プロダクションに音楽スタッフとして参加。 

2007 年～20 年新国立劇場オペラ音楽ヘッドコーチとして全てのオペラ公演に参加し、内

外の多数の歌手、演出家、指揮者たちと仕事を共にし、《カルメン》、《ラ・ボエーム》、《蝶々

夫人》、《夕鶴》、《愛の妙薬》、《ドン・ジョヴァンニ》、《コジ・ファン・トゥッテ》などの

公演を指揮する。 

2009 年 10 月には《オテロ》最終公演にて急病の指揮者の代役として急遽指揮台に立ち、

大成功をおさめた。 

オペラプロデュース公演では、《ロビンソン・クルーソー》、《ラ・フィアンマ》を指揮し、

大きな成果を挙げる。 

東京・春・音楽祭では子どものためのワーグナー《パルジファル》、《ローエングリン》を

指揮し、高い評価を受けた。 

2015～16年愛知県立芸術大学オーケストラ講師、2018年～東京音楽大学指揮科講師。 



10 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

石原悠企（ヴァイオリン）Yuki Ishihara 

第 9回スウェーデン国際デュオ・コンクール第 1位、第 2回ベートーヴェン国際室内楽コ

ンクール特別賞、ザルツブルク=モーツァルト国際室内楽コンクール 2013 第 1 位 他、国

内外のコンクールにて優勝、入賞多数。第 36 回霧島国際音楽祭にて、ヴァイオリンと室

内楽の 2つの音楽祭賞ならびに音楽監督賞を受賞。 

桐朋学園大学音楽学部を経て、ベルリン芸術大学ヴァイオリン科学士課程・修士課程を共

に最高点で修了。現在、同大学指揮科に在籍。2019～2021年、バイエルン放送交響楽団オ

ーケストラ・アカデミー在籍。これまでに、ヴァイオリンを加藤知子、サシュコ・ガヴリ

ーロフ、エリカ・ゲルトゼッツァー氏に、指揮を梅田俊明、スティーブン・スローン氏に、

作曲を香月 修、石島正博氏に、室内楽をアルテミス四重奏団、フォーレ四重奏団に師事。

青山音楽財団平成 25年度奨学生。ロームミュージックファンデーション 2021年度、2022

年度奨学生。 

ヴァイオリニスト、ヴィオリスト、指揮者として日本やヨーロッパ各地で演奏活動を行う

他、編曲家としても活動している。また、近年は客演コンサートマスター、客演首席奏者

として、読売日本交響楽団などの国内オーケストラに公演にも出演する。 

 

出演公演 

2023年 4月 3日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

名手たちによる室内楽の極（きわみ） 

 

伊藤達人（テノール）Tatsundo Ito 

東京藝術大学卒業。同大学院および新国立劇場オペラ研修所修了。文化庁在外研修員とし

て、ベルリンにて研鑽を積む。これまでに、《魔笛》タミーノ、《リタ》ベッペ、《フィレン

ツェの悲劇》グイード、《ナクソス島のアリアドネ》テノール歌手／バッカス、《魔弾の射

手》マックス等を歌う。2016年《ナクソス島のアリアドネ》ブリゲッラで二期会オペラデ

ビュー。18年日生劇場《魔笛》武士Ⅰ、19年同《ヘンゼルとグレーテル》魔女、二期会《清

教徒》ブルーノ、20年日生劇場《ルチア》アルトゥーロ等出演。2021年は、4月新国立劇

場《夜鳴きうぐいす》漁師にて出演し、11月新国立劇場・東京文化会館共催、オペラ夏の

祭典《ニュルンベルクのマイスタージンガー》では、ダーヴィット役として急遽代役を務

め、話題を呼んだ。22 年 1 月オーケストラ・アンサンブル金沢 オペラ《禅》鈴木大拙に

て主演。さらに 7月には、二期会創立 70周年記念公演《パルジファル》（S.ヴァイグレ指

揮読売日本交響楽団）にてタイトルロールを務め、高い評価を得た。コンサートでも、ベ

ートーヴェン《第九》、オルフ《カルミナ・ブラーナ》等のソリストを務め、今後益々の活

躍を期待されている。二期会会員 
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出演公演 

2023年 4月 14日[金]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 II〜ワーグナーと《指環》 

上野公園 開園 150年に寄せて 

 

伊藤悠貴（チェロ）Yuki Ito 

15歳で渡英。王立音楽大学在学中、ブラームス国際コンクール、ウィンザー祝祭国際弦楽

コンクールに優勝し、名門フィルハーモニア管弦楽団との共演でデビュー。これまでに国

内外の主要オーケストラと共演を重ね、ロンドンのウィグモア・ホール、ロイヤル・フェ

スティバル・ホールをはじめとする欧州各地、また全国各地はもとより韓国を含むアジア、

アフリカではアンゴラなど世界各地でのリサイタルを通して、生涯の研究対象であるラフ

マニノフ作品、イギリス音楽作品の普及に献身。小澤征爾氏のために行われた特別演奏会

での独奏や、V.アシュケナージ、J.ロイド・ウェバー、J.デ・メイ、X.ドゥ・メストレ、

S.ザハーロワなどの多分野にわたる世界的アーティストとの共演も数多く、一柳慧をはじ

めとする邦人作曲家による作品の初演も行う。小澤征爾指揮の弦楽アンサンブルでは合奏

協奏的作品他で首席奏者を務め、サイトウ・キネン・オーケストラに参加。英国エドワー

ド王子からは直々の招待を受けて御前独奏を行った。2019年齋藤秀雄メモリアル基金賞受

賞。使用楽器は日本ヴァイオリンより貸与の 1734年製ゴフリラー。 

 
出演公演 

2023年 4月 13日[木]11:00/14:00国立西洋美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「憧憬の地 ブルターニュ」展 記念コンサート vol.1 伊藤悠貴（チェロ） 

 

居福健太郎（ピアノ）Kentaro Ifuku 

東京藝術大学を経て同大学院修士課程修了。 

これまでにソリストとして東京交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、オーケストラ・

アンサンブル金沢、仙台フィルハーモニー管弦楽団、セントラル愛知交響楽団等のオーケ

ストラと共演。「題名のない音楽会」等のメディア出演、都民芸術フェスティバルオーケス

トラシリーズのソリスト出演、東京・春・音楽祭、アフィニス夏の音楽祭等の音楽祭に参

加し、国内外で充実した演奏活動を展開している。 

室内楽奏者として五嶋 龍、戸田弥生、山崎伸子、ヘンリック・ヴィーゼ(バイエルン放送

交響楽団首席奏者)、との共演や小菅 優とのピアノデュオをはじめ多くの奏者から強い信

頼を得ている。また歌曲伴奏にも積極的に取りくんでいる。 

現在東京藝術大学ピアノ科非常勤講師、同大学声楽科非常勤演奏研究員 

 

出演公演 

2023年 3月 26日[日]13:30/15:00 

東京春祭 for Kids 子どものための絵本と音楽の会 

『クマとこぐまのコンサート』 
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入江一雄（ピアノ）Kazuo Irie 

東京藝術大学・同大学院を首席で卒業・修了。2012年 9月よりチャイコフスキー記念ロシ

ア国立モスクワ音楽院研究科に在籍し、2016年夏にディプロマを取得し同科を修了。留学

中にロームミュージックファンデーション(2012,13年度)・文化庁（2015年度）より助成

を受ける。 

第 77 回日本音楽コンクールピアノ部門第 1 位、第 1 回コインブラ・ワールド・ピアノ・

ミーティング（ポルトガル）第 5位入賞他受賞多数。幅広いレパートリーの中でもライフ

ワークであるプロコフィエフのピアノソナタ全曲演奏会を成功させる等のソロ活動に加

え、国内主要音楽祭や NHK-FM「リサイタル・パッシオ」への出演、新日本フィルハーモニ

ー交響楽団・東京フィルハーモニー交響楽団・日本フィルハーモニー交響楽団などの国内

主要オーケストラとの共演や、若手演奏家からベテラン奏者まで幅広い音楽家との共演機

会も多い。近年では NHK交響楽団第 1コンサートマスター篠崎史紀氏から絶大な支持を受

け、同氏リサイタルや室内楽公演で多くの共演機会に恵まれる。 

2021年よりソロ・リサイタルシリーズをスタートさせる。 

これまでに植田克己、エリソ・ヴィルサラーゼら著名な音楽家に師事。現在、昭和音楽大

学専任講師・桐朋学園大学非常勤講師を務める。王子ホールレジデンス「ステラ・トリオ」

メンバー。 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 I 〜ウィーン万国博覧会とヨーロッパ 

上野公園 開園 150年に寄せて 

 

セルバン・ヴァシレ（バリトン）Serban Vasile 

故郷ブカレストの国立音楽大学で学び、国立芸術大学の試験も受けている。その後、2007

～09 年にかけて、クリスティアン・バデア（指揮）、エドゥアルト・トゥマジャン（バリ

トン）、ネリー・ミリチオウ（ソプラノ）、ジョルジェ・クラスナル（バス）のマスターク

ラスを受講した。 

数多くの賞を受賞しており、スポレート(イタリア)、マエストリ・アルテイ・リリチェ(ル

ーマニア)、アスリコ（イタリア）、第 1回「サリチェ・ドーロ」（イタリア）第 2位等が挙

げられる。これまでに、《ランメルモールのルチア》、《セビリアの理髪師》、《エディプス

王》、《エジプトのジュリアス・シーザー》、《ビリー・バッド》、《チェネレントラ》等の作

品を、コモ、ブレシア、ブカレスト、ラヴェンナ等で歌っている。 

主な出演としては、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場とアムステルダムのオランダ国

立オペラで《ファルスタッフ》フォード、ブカレスト国立歌劇場で《エフゲニー・オネー

ギン》、《ファウスト》ヴァランタン、《愛の妙薬》ベルコーレ、《セビリアの理髪師》フィ

ガロ、ジョルジェ・エネスク・フェスティバルでマーラー交響曲第 8 番、《ファウストの

劫罰》ブランデル及び《ヴォツェック》、カイロ・オペラハウスとバッサーノ・デル・グラ

ッパで《イル・トロヴァトーレ》ルーナ伯爵、また、クラヨーヴァ・オペラとグラーツ・

オペラ、ブカレスト国立歌劇場で《ドン・カルロ》ポーザ侯爵、フィレンツェ市立劇場と

テルアビブのイスラエル・オペラで《ファウスト》ヴァランタン、ラヴェンナ音楽祭とノ

ルチャ（リッカルド・ムーティ指揮）、クルジュ＝ナポカで《マクベス》、ラヴェンナ音楽

祭(舞台監督クリスティーナ・ムーティ)とクルジュ＝ナポカ・オペラで《ナブッコ》、ロー

マ歌劇場で《椿姫》ジョルジョ・ジェルモン、フィレンツェ五月音楽祭で《異国の女》ヴ
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ァルデブルゴ男爵、ラヴェンナで《アイーダ》アモナスロ、《カヴァレリア・ルスティカー

ナ》アルフィオ、《道化師》トニオに出演した他、ニース・オペラ、マルセイユ市立オペラ、

トゥーロン・オペラ、アヴィニョン・オペラで《スペードの女王》エレツキー公爵、ミラ

ノとラヴェンナ（R.ムーティ指揮）で《ナブッコ》、シュトゥットガルト州立歌劇場で《蝶々

夫人》シャープレス、ヤシ（ルーマニア）で《カルメン》エスカミーリョ、ボローニャ市

立劇場で《イオランタ》エブン＝ハキアを演じている。 

今後の出演としては、ニース・オペラで《ラ・ボエーム》マルチェッロ、ダブリンとアヴ

ィニョン・オペラで《椿姫》ジョルジョ・ジェルモン等の予定がある。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

 

ウェールズ弦楽四重奏団 Verus String Quartet 

﨑谷直人 Naoto Sakiya 第 1ヴァイオリン 

三原久遠 Hisao Mihara 第 2ヴァイオリン 

横溝耕一 Koichi Yokomizo ヴィオラ 

富岡廉太郎 Rentaro Tomioka チェロ 

 

桐朋学園の学生により 2006年に結成。 

軽井沢八月祭、宮崎国際音楽祭、プロジェクト Q、JT が育てるアンサンブルシリーズ他、

国内の多数の演奏会、音楽祭に参加。 

2008 年ミュンヘン ARD 国際音楽コンクールにて第 3 位、日本人の団体として東京クヮル

テット以来 38年ぶりの入賞を果たす。 

2009年日本音楽財団の協力で王子ホールにて正式なデビュー公演を行う。原田幸一郎、東

京クヮルテットのメンバー等から指導を受ける。 

2010年春より拠点をスイス・バーゼルに移し、バーゼル音楽院にてライナー・シュミット

（ハーゲン四重奏団）のもとで研鑽を積む。南仏ボニユー音楽祭、ドイツ・シュヴェツィ

ンゲン SWR音楽祭、ドイツ・ボイゲン城でのコンサートへの出演など、ヨーロッパでも活

動の場を広げる。京都・青山音楽賞受賞。 

2011 年バーゼル・オーケストラ協会（BOG）コンクールにてエクゼコー賞受賞、第 7 回大

阪国際室内楽コンクール弦楽四重奏部門第 3位。2008、2010、2011年度松尾学術振興財団

より助成を受ける。 

2012年 6月バーゼル音楽院を修了し、2013年 2月より拠点を日本に活動。3月東京・春・

音楽祭に出演。4月には Hakuju Hallにて行われた藤倉 大の個展にて弦楽四重奏曲第 2番

《フレア》（2010）を演奏し好評を博す。10 月には紀尾井ホール主催公演にて本格的なリ

サイタルを成功に導く。 

2014 年 3 月からはレジデント・アーティストとして Hakuju Hall で全 3 回のシリーズを

担当。2014年 10月のシリーズ第 2回では、2008年ミュンヘン ARD国際音楽コンクールで

同じく第 3位入賞の金子 平（読売日本交響楽団首席）と共演、2015年 7月 fontecからリ

リースのデビューCD でも共演している。また NHK-FM「ベストオブクラシック」の公開収

録に参加、9月には NHK-BSプレミアム「クラシック倶楽部」でも演奏会の模様が全国放送

される。さらに、NHK「名曲アルバム」にも出演する。 

2016 年には結成 10 周年を迎え、東京・春・音楽祭、第一生命ホール、日本モーツァルト
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協会例会、紀尾井ホール等で演奏。 

加えて、2017年 1月からは iichiko総合文化センター（大分）でベートーヴェン全曲演奏

会全 6回シリーズがスタート、さらに同全曲録音プロジェクトが fontecにて進行中。2016

年 10 月には神奈川フィルハーモニー管弦楽団との共演でコンチェルト・デビューを果た

し、2017 年 4 月は名古屋フィルハーモニー交響楽団定期演奏会にソリストとして出演し

た。 

これまでにボザール・トリオの創設者メナヘム・プレスラー（ピアノ）をはじめ、小林道

夫（ピアノ）、リチャード・ストルツマン（クラリネット）、ポール・メイエ（クラリネッ

ト）、アレクサンダー・ロマノフスキー（ピアノ）等の著名音楽家と共演。 

 

﨑谷直人（ヴァイオリン）Naoto Sakiya 

87年生まれ。ケルン音楽大学、パリ音楽院、桐朋学園ソリスト・ディプロマ・コースを経

て、バーゼル音楽院修了。ノボシビルスク国際コンクール第 1位、メニューイン国際コン

クール第 3位。東京フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団、神奈川フィルハーモニ

ー管弦楽団、バーゼル交響楽団、ノヴォシビルスク・フィルハーモニー管弦楽団等と共演。

また、東京フィル、九州交響楽団、読売日本交響楽団などにゲスト首席、コンサートマス

ターに招かれる。宮崎国際音楽祭、軽井沢八月祭、王子ホール MAROカンパニー、SWRシュ

ヴェツィンゲン音楽祭等、国内外の演奏会に出演。原田幸一郎、ジェラール・プーレ、ロ

ラン・ドガレイユ、ダニエル・ゼペックの各氏に師事。現在は、ソリストとして活動中。

06年ウェールズ弦楽四重奏団を結成。 

 

三原久遠（ヴァイオリン）Hisao Mihara 

89年生まれ。桐朋学園大学を経て、バーゼル音楽院修了。プロジェクト Q、小澤征爾音楽

塾、若い人のためのサイトウ・キネン室内楽勉強会に参加。イヴリー・ギトリス、コリヤ・

ブラッハー、ダニエル・ゲーデのマスタークラスを受講。ヴァイオリンを青木晶央、茂木

佳子、澤 和樹、木野雅之、藤原浜雄、室内楽を東京クヮルテット、原田幸一郎、今井信子、

原田禎夫、毛利伯郎、指揮を高関 健の各氏に師事。現在、東京都交響楽団第 2 ヴァイオ

リン副首席奏者。09年ウェールズ弦楽四重奏団に加入。 

 

横溝耕一（ヴィオラ）Koichi Yokomizo 

86 年生まれ。桐朋学園大学卒業。第 58 回全日本学生音楽コンクール東京大会高校の部入

選。06 年ウェールズ弦楽四重奏団を結成し、ヴィオラ奏者として 09 年まで活動。学内に

おける室内楽試験を首席で修了。宮崎国際音楽祭、セイジ・オザワ松本フェスティバル等

に参加。これまでにヴァイオリンを小川有紀子、小森谷 巧、堀 正文、徳永二男の各氏に、

室内楽を徳永二男、毛利伯郎、原田幸一郎、東京クヮルテットの各氏に師事。現在、NHK交

響楽団 第 1ヴァイオリン次席奏者。13年ウェールズ弦楽四重奏団に復帰。 
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富岡廉太郎（チェロ）Rentaro Tomioka 

86 年生まれ。9 歳よりチェロを始める。桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学を経て、

バーゼル音楽院修了。札幌ジュニアチェロコンクール特別奨励賞。いしかわミュージック

アカデミーIMA 音楽賞受賞。若い人のためのサイトウ・キネン室内楽勉強会、小澤征爾音

楽塾オペラ・プロジェクト、プロジェクト Q等に参加。主要オーケストラの客演首席を始

めとし、国内外多数のコンサート、音楽祭に出演。上原与四郎、毛利伯郎の各氏に師事。

14年 6月から 17年 3月まで、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 客員首席奏者を

務める。17 年 11 月より読売日本交響楽団 首席チェロ奏者。06 年ウェールズ弦楽四重奏

団を結成。 

 

出演公演 

2023年 4月 2日[日]15:00東京文化会館 小ホール 

吉井瑞穂（オーボエ）&ウェールズ弦楽四重奏団 

 

碓井俊樹（ピアノ）Toshiki Usui 

東京藝術大学附属音楽高等学校および同大学を経て、ザルツブルク・モーツァルテウム芸

術大学で研鑽を積む。ヴィオッティ国際音楽コンクール入賞、オランダ・ミュージック・

セッションにてドネムス演奏賞（現代音楽最優秀演奏賞）、ウィーン現代前衛芸術団体

TAMAMUより現代芸術特別賞など数多くの受賞歴を誇り、リサイタルや音楽祭を通じて世界

的な演奏家と数多く共演。国内外のオーケストラとの共演、国際音楽コンクールの審査も

務める。演奏活動はもとより、30カ国以上にわたるワールドワイドな活動展開が注目を集

めている。一般社団法人 横浜シンフォニエッタ代表理事、日本香港音楽協会理事長、2017

年平成 29年度外務大臣表彰を受賞、上野学園大学客員教授。 

 

出演公演 

2023年 4月 16日[日]14:00東京都美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「マティス展」 プレ・コンサート 辻 彩奈（ヴァイオリン） 

 

内門卓也（ピアノ）Takuya Uchikado 

東京都出身。 

東京都立芸術高等学校音楽科ピアノ専攻を卒業。その後、作曲にも取り組み、東京藝術大

学音楽学部作曲科に入学。在学中には、旧奏楽堂木曜コンサートにて室内楽作品、奏楽堂

モーニングコンサート等にて管弦楽作品が演奏される。長谷川良夫賞、アカンサス音楽賞

を受賞。同大学を卒業後、同大学院音楽研究科修士課程を修了。 

ピアノを阿部真子、作曲を安良岡章夫の各氏に師事。 

これまでに室内楽や伴奏を数多く手がけ、国内外の多くの著名アーティストと共演してい

る。 

出演公演 

2023年 4月 8日[土]14:00旧東京音楽学校奏楽堂 

小山裕幾（フルート） 
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宇根京子（ヴァイオリン）Kyoko Une 

桐朋女子高等学校音楽科を経て、1999 年 3 月桐朋学園大学卒業。NTT Docomo より奨学金

を授与される。同大学研究科を修了。スイス政府給費留学生としてチューリッヒ高等音楽

院に留学。2004年ソリストディプロマを最高位で取得。ヴァイオリンを天野克子、中村静

香、小林健次、ジョルジュ・パウク各氏に師事。1998 年東京室内楽コンクール、第 1 位。

2002年パガニーニ国際音楽コンクール、第 6位。東京・春・音楽祭、宮崎国際音楽祭、草

津音楽祭、セイジ・オザワ松本フェスティバル、トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア

等に参加。 

2006年 4月、NHK交響楽団に入団。オーケストラのほか、ソロや様々な編成の室内楽にも

積極的に参加し、活動の場を広げている。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

上森祥平（チェロ）Shohei Uwamori 

東京藝術大学在学中に日本音楽コンクール第 1位、及び松下賞受賞。安宅賞受賞。各地で

開催されたデビューリサイタルでは、その高い表現力や表情豊かな包容力が誌上で高く評

価された。1999年の宮崎国際室内楽音楽祭でアイザック・スターン、エマニュエル・アッ

クス、ジュリアード・クァルテット等に師事。スターン自身の招きによって 2000年に再び

同音楽祭に出演。この模様は NHK総合、BS他で繰り返し放送された。東京藝術大学でヨー

ヨー・マのマスタークラスを受講。2001年にベルリン芸術大学留学。2004年、J.S.バッハ

無伴奏チェロ組曲連続演奏会に出演し成功を収め、誌上では「無駄な音は一つもない。そ

の響きは無類」と絶賛される。パブロ・カザルス国際チェロコンクール、エマニュエル・

フォイアマン・グランプリ、セミファイナリスト。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

定期演奏会にオーケストラの一員として出演の他、欧州各地で演奏活動の後、2005年ドイ

ツ国家演奏家資格を取得し、ベルリン芸術大学を卒業。帰国後はソロ、室内楽、主要オー

ケストラの客演首席等で活躍する他、東京藝術大学において後進の育成に力を注ぐ。ドイ

ツ三大 B チェロ作品全曲リサイタルシリーズでは、ベートーヴェン（2005 年）、ブラーム

ス（2006年）のソナタ、及びバッハ無伴奏チェロ組曲（2008年）を一夜で演奏し、成功を

収めた。2008年「熱狂の日」音楽祭、東京のオペラの森（現：東京・春・音楽祭）、NHK-FM

名曲リサイタル等に出演。また全国でバッハ無伴奏チェロ組曲全曲リサイタル（＋6 つの

小品）を開催、大成功を収めた。この年よりバッハ無伴奏チェロ組曲全曲リサイタルを毎

年開催、2017年からはプログラムをバッハ×ブリテン無伴奏チェロ組曲全曲演奏会へ拡大

し、各地で開催している。小林研一郎、下野竜也らの指揮のもと、東京交響楽団、東京シ

ティ・フィルハーモニック管弦楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団、

神戸市室内合奏団、藝大フィルハーモニア等と共演。アナ・チュマチェンコ、安永 徹、玉

井菜採、篠崎史紀、清水和音らと室内楽を共演。上村 昇、河野文昭、藤森亮一、林 裕ら

とチェロアンサンブルを結成。ヴォルフガング・ベッチャー、河野文昭、山崎伸子の各氏

に師事。京都芸大非常勤講師。京都市芸術文化特別奨励者及び京都府文化賞奨励賞受賞。

第 14 回齋藤秀雄メモリアル基金賞受賞。相愛大学特任准教授。神奈川フィルハーモニー

管弦楽団特別契約首席奏者。上森祥平公式サイト http://www.uwamori.jp/ 

 

出演公演 

2023年 4月 3日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

名手たちによる室内楽の極（きわみ） 
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カトリン・ヴンドザム（メゾ・ソプラノ）Katrin Wundsam 

その「美しく、みずみずしく、光り輝くメゾ・ソプラノ」（フランクフルト総合新聞）や、

「芸術的な演技と歌」(ケルン日刊新聞)によって、一流の歌劇場やコンサートホール、音

楽祭で名を知られるようになった。オーストリア出身で、これまでにベルリン国立歌劇場、

ドレスデン・ゼンパー・オーパー、ハンブルク州立歌劇場、エルプフィルハーモニー・ハ

ンブルク、ウィーン楽友協会、ブレゲンツ音楽祭、ザルツブルク復活祭音楽祭、インスブ

ルック古楽音楽祭、グラフェネック音楽祭等に出演してきた。 

世界的に著名な指揮者とも共演しており、ダニエル・バレンボイム、アルフレート・エシ

ュヴェ、アダム・フィッシャー、マルクス・ポシュナー、フランソワ＝グザヴィエ・ロト、

クリスティアン・ティーレマンの他、マレク・ヤノフスキの指揮ではベルリン・フィルハ

ーモニー・ホールで《ヘンゼルとグレーテル》ヘンゼルをペンタトーン・レーベルに録音

している。 

この 2022／23 年シーズンは、アン・デア・ウィーン劇場のオープニング週間に、ゲオル

ク・クライスラーの《今夜：ローラ・ブラウ》ローラで出演する。また、ヘッセン州立劇

場に新制作の《ルサルカ》魔女／外国の王女で出演、ウィーン芸術週間では新制作の《ル

ル》劇場の衣裳係／ギムナジウムの学生に役デビューする。コンサートでは、ミュンヘン

交響楽団と《そりすべりの音楽》、デュッセルドルフ交響楽団とモーツァルト《レクイエ

ム》で共演する。 

ケルン歌劇場とは密接な関係を築いており、09 年から 16 年まで在籍していた頃には、カ

ルメン、ローラ・ブラウ、《ホフマン物語》ニクラウス、《蝶々夫人》スズキ、《運命の力》

プレツィオジッラ、《皇帝ティートの慈悲》セスト、《ウリッセの帰還》ペネロペ、《アルチ

ーナ》ブラダマンテ等を演じている。 

その他の主な出演としては、新制作の《ヘンゼルとグレーテル》ヘンゼルをベルリン国立

歌劇場とケルン歌劇場で、ヘンゼルと《コジ・ファン・トゥッテ》ドラベッラ、《セビリア

の理髪師》ロジーナをハンブルク州立歌劇場で、ヘンゼルとドラベッラをドレスデンのゼ

ンパー・オーパーで、《リゴレット》マッダレーナをブレゲンツ音楽祭で、《捨てられたデ

ィド》エネアをインスブルック古楽音楽祭で、《ルサルカ》外国の王女をケルン歌劇場で演

じた他、ウィーン楽友協会でストラヴィンスキー《結婚》とシューマン《ミニョンのため

のレクイエム》、ベルリン国立歌劇場でベートーヴェンの交響曲第 9 番、エルプフィルハ

ーモニー・ハンブルクでターネジ《心を二度通り抜けて》等を歌っている。 

オーストリアのノイシュティフトで育ち、ザルツブルクのモーツァルテウムで学んだ。パ

ッサウ市立劇場のアンサンブルでキャリアをスタートし、《狂えるオルランド》ブラダマ

ンテ、《ねじの回転》ジェッスル嬢、《フィレンツェの麦わら帽子》アナイデ等を演じた。 

歌手としてのキャリアに加え、パーソナル／ビジネス・コーチ／パフォーマンス・トレー

ナーとして、舞台恐怖症や不安に対処するためのサポートも行なっている。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
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江口 玲（ピアノ）Akira Eguchi 

東京藝大附属音楽高校を経て東京藝術大学音楽学部作曲科を卒業、その後ジュリアード音

楽院のピアノ科大学院修士課程、及びプロフェッショナルスタディーを修了。1992年に大

成功を収めたアリスタリーホールでのニューヨークリサイタルデビュー以来、アメリカ、

ヨーロッパ、アジアでの主要演奏会場にて演奏を続けてきた。ニューヨーク・タイムズ紙

からは「非凡なる芸術性、円熟、知性」「流暢かつ清廉なるピアニスト」と賞賛されている。 

作曲・編曲者としても実力を備えた大胆な解釈と表現技法でリサイタルや協奏曲など国内

外を問わず活躍を続けるほか、ギル・シャハム、竹澤恭子、渡辺玲子、アン・アキコ・マ

イヤース等数多くのヴァイオリニストたちから絶大な信頼を得ている。レコーディングは

ドイツグラモフォン、フィリップスや NYS クラシックスより多数のアルバムをリリース。

最新作は 2019 年リリースのアルバムに続きラフマニノフの神髄を描きだした『ラフマニ

ノフⅡ』（NYSクラシックス／2022年発売）。 

2011年 5月までニューヨーク市立大学ブルックリン校にて教鞭を執る。 

現在もニューヨークと日本を行き来して演奏活動を行っているほか、洗足学園音楽大学大

学院客員教授、東京藝術大学ピアノ科教授を務める。 

 

出演公演 

2023年 4月 14日[金]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 II〜ワーグナーと《指環》 

上野公園 開園 150年に寄せて 

 

江沢茂敏（ピアノ）Shigetoshi Ezawa 

第 81回日本音楽コンクールピアノ部門第 3位。第 35回ピティナ・ピアノコンペティショ

ン G級金賞、併せて東京都知事賞、読売新聞社賞、王子ホール賞、ヒノキ賞、洗足学園前

田賞受賞。第 33回霧島国際音楽祭賞受賞他受賞多数。フレッシュアーティスツ fromヨコ

スカに招待されリサイタルを開催。また室内楽奏者としても、ヴァイオリニストの城戸か

れんとのデュオを結成するなど、活発な演奏活動を繰り広げている。2014、2015年度ロー

ムミュージックファンデーション奨学生。桐朋学園大学卒業後、ザルツブルク・モーツァ

ルテウム音楽院ゾリステン修士課程にて研鑽を積む。ミハイル・ヴォスクレセンスキー、

アレクサンダー・コブリン、パスカル・ドヴァイヨン、ディーナ・ヨッフェ、エリソ・ヴ

ィルサラーゼ等多くの名ピアニストの元で研鑽を積む。これまでに、ソロを二宮裕子、大

野眞嗣、江口玲、アンドレアス・グロートホイゼン、室内楽をステファン・メンデル各氏

に師事。 

 
出演公演 

2023年 4月 14日[金]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 II〜ワーグナーと《指環》 

上野公園 開園 150年に寄せて 
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枝並千花（ヴァイオリン）Chika Edanami 

4歳よりヴァイオリンを始める。 

桐朋女子高等学校音楽科を経て、同大学音楽学部卒業。 

1998 年第 52 回全日本学生音楽コンクール中学生の部全国第 1位。東儀賞、兎束賞、都築

音楽賞受賞。 

2001 年第 10 回日本モーツァルト音楽コンクール ヴァイオリン部門第 3 位入賞。2003 年

第 24 回ミケランジェロ・アバド国際ヴァイオリンコンクール優勝、及びソナタ賞受賞。

ミラノにて受賞コンサート出演。2004年「井上道義の上り坂コンサート」にソリストとし

て出演。同年、大友直人指揮、東京交響楽団と共演。2005年ソウルにて日韓交流演奏会に

出演するなど、学生時代から多くの演奏会に参加。これまでに奥村和雄、辰巳明子各氏に

師事するほか、ザハール・ブロン、ジェラール・プーレ、レジス・パスキエ、ドン・スク・

カン、シュロモ・ミンツ、マキシム・ヴェンゲーロフ各氏に指導を受ける。 

2006年 4月東京交響楽団へ入団。退団後はソリスト、室内楽奏者、コンサートマスターと

して幅広く活動。日本フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦

楽団等にゲスト・コンサートマスターとして招かれる。宮崎国際音楽祭、ラ・フォル・ジ

ュルネ、東京・春・音楽祭などに出演。 

2009 年 CHANEL Pygmalion Days アーティスト。同年デビューCD『夢のあとに』をリリー

ス。2014年 6月、ブルーノ・ワルターのヴァイオリン・ソナタが日本初録音された 2ndア

ルバム『naked』をリリース。 

同年 7月、名古屋フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団と協演。2016 年 12 月ユニバ

ーサル・ミュージックより、3rdアルバム『LOTUS』をリリース。 

2018年 6月、自身率いるオーケストラプロジェクト“ORCHESTRA POSSIBLE(オーケストラ・

ポッシブル)”初のフルオーケストラ公演を成功させた。 

枝並千花オフィシャルサイト https://edanamichika.jp/ 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

NHK 交響楽団（管弦楽）NHK Symphony Orchestra, Tokyo 

NHK交響楽団は 1926年 10月 5日に新交響楽団の名称で結成された。1951年には日本放送

協会（NHK）の支援を受けることとなり、NHK交響楽団と改称。この間、ドイツからジョセ

フ・ローゼンストックを専任指揮者として迎え、日本を代表するオーケストラとしての基

礎を築いた。演奏活動の根幹となる定期公演は、1927 年 2 月 20 日の第 1 回予約演奏会に

始まり、第 2次大戦中も中断することなく続けられた。以来、今日に至るまで、ヘルベル

ト・フォン・カラヤン、エルネスト・アンセルメ、ヨーゼフ・カイルベルト、ロヴロ・フ

ォン・マタチッチ、ウォルフガンク・サヴァリッシュ、ロリン・マゼールなど、世界一流

の指揮者を次々と招聘、また、話題のソリストたちと共演し、歴史的名演を残している。 

年間 54 回の定期公演をはじめ、全国各地で約 120 回のコンサートを行い、その演奏は、

NHKのテレビ・FMで日本全国に放送されるとともに、国際放送を通じて全世界にも紹介さ

れている。2013 年 8 月にはザルツブルク音楽祭に初出演、2020 年春にベルリン、ウィー

ンをはじめ、ヨーロッパ主要 9都市で公演を行うなど、その活動ぶりと演奏は国際的にも

高い評価を得ている。 

https://edanamichika.jp/
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近年はオーケストラの人材を育成する「N響アカデミー」、全国の学校を訪問し身近に音楽

の楽しさを伝える「NHK こども音楽クラブ」など、次世代を育てるための多彩な活動を行

っている。また東京 2020オリンピック閉会式では「オリンピック賛歌」、2022年 2月の北

京冬季オリンピックでは、NHKのウィンタースポーツテーマソング《Fly High》（歌・milet）

の演奏を担った。 

コロナ禍の影響により 2020-21シーズンの定期公演は、すべて中止という前例のない事態

となった。しかし専門家の助言や科学的な実験をもとに万全な感染対策を講じ「特別公演」

を毎月開催。2021-22 シーズンには定期公演を再開し、制約の多い日々を過ごす人々に音

楽を届け続けている。 

指揮者陣には、首席指揮者ファビオ・ルイージ、名誉音楽監督シャルル・デュトワ、桂冠

名誉指揮者ヘルベルト・ブロムシュテット、桂冠指揮者ウラディーミル・アシュケナージ、

名誉指揮者パーヴォ・ヤルヴィ、正指揮者 外山雄三、尾高忠明を擁している。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

ジョイス・エル＝コーリー（ソプラノ）Joyce El-Khoury 

近年、コヴェント・ガーデンのロイヤル・オペラ・ハウスにヴィオレッタ役でデビューし

た際には、インディペンデント紙に「彼女のピアニッシモは絶妙で、コロラトゥーラは大

胆不敵かつ非の打ちどころなく、その声音の表現力は心を鷲掴みにする」と評された。ベ

ルカントのレパートリーに才能を発揮し、カルロ・リッツィ指揮ハレ管弦楽団との共演に

よるデビュー・ソロアルバム『エコー』をオペラ・ララからリリースしている。 

2021／22年シーズンは、ウェールズ・ナショナル・オペラで《蝶々夫人》にデビュー、ボ

ルドー国立歌劇場で 2つのガラコンサート、トゥールーズで《妖精ヴィッリ》アンナ、ア

ル・ブスタン音楽祭でソロ・リサイタルに出演。さらに、ダラス・オペラで《真珠採り》

レイラを歌い、シカゴではリッカルド・ムーティ指揮シカゴ交響楽団で《仮面舞踏会》ア

メリアに役デビュー。その後、R.シュトラウス《4 つの最後の歌》でルツェルン音楽祭と

グラフェネック音楽祭にデビューし、トロントのカナディアン・オペラ・カンパニーで《カ

ルメン》ミカエラ、ビルバオ・オペラで《アンナ・ボレーナ》タイトルロールにデビュー

した。 

その前シーズンは、パレルモのマッシモ劇場でリッカルド・ムーティ指揮によるヴェルデ

ィ《レクイエム》のコンサートでイタリア・デビュー、続いてリール・オペラ座で《トス

カ》タイトルロールにデビューした。さらに、ストラスブールでリサイタル、カナディア

ン・オペラ・カンパニーで《エフゲニー・オネーギン》タチアーナや《トゥーランドット》

リュー、オペラ・オーストラリアで《ラ・ボエーム》ミミ、ウェールズ・ナショナル・オ

ペラで《ロベルト・デヴリュー》エリザベッタ、カールスルーエでのガラ出演でも聴衆を

魅了した。その他、パリ、モントリオール、トロントでリサイタル、トゥールーズとメキ

シコシティでヴェルディ《レクイエム》、プラハでベートーヴェン交響曲第 9 番、リモー

ジュで《妖精ヴィッリ》アンナにデビュー等が挙げられる。 

17年夏に《椿姫》ヴィオレッタでグラインドボーン音楽祭にデビューし絶賛された後、ハ

ノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団とのガラ公演で 17／18 年シーズンの

幕を開けた。ロイヤル・オペラ・ハウスに戻ってリチャード・ジョーンズ演出の《ラ・ボ

エーム》ムゼッタに出演し、12月には同役でテアトロ・レアルにデビューした。ボルドー
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国立歌劇場ではベッリーニの代表的なオペラ《海賊》イモジェーネに役デビューして注目

を浴び、春にはザンクト・ガレン劇場へのデビューで再びこの役を演じている。 また、モ

スクワ・フィルハーモニー管弦楽団とリサイタルを行なった他、ベルカントのレパートリ

ーを探究し続け、未だかつて上演されていなかったドニゼッティ《ニシダの天使》シルヴ

ィアの役作りをし、その夏にはオペラ・ララによってロイヤル・オペラ・ハウスで収録が

行なわれて、作品の新エディションとして世界に向けてリリースされた。その後、リスト

《サルダナパール》もワイマール・シュターツカペレと世界初演している。他にも CD で

は、いずれも評論家から絶賛された 2つの珍しいドニゼッティのオペラ《殉教者》と《ベ

リザーリオ》が、マーク・エルダー指揮でオペラ・ララからリリースされている。 また、

ソロ CD『エコー』もオペラ・ララから出ており、カルロ・リッツィ指揮ハレ管弦楽団と共

演している。 

16／17 年シーズンはいくつか主要なデビューを果たしており、初めてのロンドンでロイ

ヤル・オペラ・ハウスの《椿姫》ヴィオレッタ、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団と

ロッシーニ《スターバト・マーテル》、ボルドー国立歌劇場で《真珠採り》レイラ等に出演

した。また、役デビューと劇場デビューでは、オペラ・フィラデルフィアの《トゥーラン

ドット》リュー、ワシントン・コンサート・オペラのマスネ《エロディアード》サロメ等

がある。 

最近の活動としては、トロントのカナディアン・オペラ・カンパニーで《椿姫》ヴィオレ

ッタ、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場で《ラ・ボエーム》ムゼッタ、サンディエゴ・

オペラでジェイク・ヘギーの新作オペラ《グレート・スコット》タチアナ・バクスト等が

ある。シアトル・オペラでは、場合によっては立て続けに自身の予定された公演に加え、

体調不良の同僚に代わり《マリア・ストゥアルダ》タイトルロールの主演を務めて、激賞

された。コンサートでは、ヘスス・ロペス＝コボス指揮パリ管弦楽団とロッシーニ《スタ

ーバト・マーテル》で初共演した他、オーストリアでエリーナ・ガランチャと、スペイン

でフアン・ディエゴ・フローレスとコンサートを行なった。 

さらなる主な出演としては、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団とのドヴォルザーク《ル

サルカ》タイトルロール、サンタフェ・オペラにビゼー《カルメン》ミカエラでカンパニ

ー・デビュー、《椿姫》ヴィオレッタで韓国国立オペラにデビューした他、ヴェルディ《レ

クイエム》でベイルートのアル・ブスタン音楽祭、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽

団との《ラ・ボエーム》、ベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》等がある。 

レバノンで生まれ、カナダで育ち、オタワ大学で音楽学士号を取得。フィラデルフィアの

声楽アカデミーでアーティスト・ディプロマを得て、メトロポリタン歌劇場のリンデマン

若手アーティスト育成プログラムを卒業した。数多くのコンクールで優勝しており、ロレ

ン・L・ザッカリー声楽コンクール、オペラ・インデックス声楽コンクール、ジョージ・ロ

ンドン財団、マリオ・ランツァ声楽コンクール等が挙げられる。 

 
出演公演 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 
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アドリアン・エレート（バリトン）Adrian Eröd 

オーストリア出身のバリトン歌手。長年にわたって、拠点であるウィーン国立歌劇場だけ

でなく国際舞台でも人気を博しており、その多彩な歌唱力で聴衆とマスコミを魅了してき

た。クリスティアン・ティーレマン指揮でワーグナー《ニュルンベルクのマイスタージン

ガー》ベックメッサーを歌い、華々しい成功を収めたことから、2009年にはバイロイト音

楽祭に招かれて同役を歌うことになった。以来、チューリッヒ、ケルン、ライプツィヒ、

東京、アムステルダム、ドレスデン、ザルツブルク復活祭音楽祭でもベックメッサーを歌

っている。 

ウィーン国立歌劇場でのワーグナー《ラインの黄金》ローゲの演技は国際的な注目を集め、

ブレゲンツ音楽祭でのアンドレ・チャイコフスキー《ヴェニスの商人》世界初演における

シャイロックの役づくりは大絶賛された。14年には、評判のハリー・クプファー演出でリ

ヒャルト・シュトラウス《ばらの騎士》ファニナルを歌い、ザルツブルク音楽祭にデビュ

ーした。 

01年にグノー《ロメオとジュリエット》メルキュシオでウィーン国立歌劇場にデビューし

て以来、グリエルモ、アルマヴィーヴァ伯爵、《セビリアの理髪師》フィガロ、ビリー・バ

ッド、ペレアス、アイゼンシュタイン、《ファウスト》ヴァランタン、《死の都》フランク

／フリッツ、《ばらの騎士》ファニナル、《カプリッチョ》オリヴィエ等の他、アリベルト・

ライマン《メデア》世界初演における男性の主要な役イアソン、トーマス・アデス《ザ・

テンペスト》オーストリア初演ではプロスペローを作曲者自身の指揮で演じている。 

ウィーン国立歌劇場と並んで、ベルリン国立歌劇場、ドレスデン・ゼンパー・オーパー、

ミラノ・スカラ座、ヴェネツィア・フェニーチェ劇場、パリ・オペラ座、ヒューストン・

グランド・オペラ、シカゴ・リリック・オペラ、ハンブルク国立歌劇場、フランクフルト

歌劇場、東京・新国立劇場にも出演してきた。 

ウィーン国立音楽大学でヴァルター・ベリーに学んだ後、リンツ州立劇場、ウィーン・フ

ォルクスオーパーを経て、ついにウィーン国立歌劇場へと移ったが、ここは今後の海外公

演とともに、彼の芸術活動の中心的な拠点であり続けるだろう。 

オペラのキャリアと並行して、コンサートにおいても非常な成功を収めている。リッカル

ド・ムーティやニコラウス・アーノンクールの指揮でウィーン・フィルハーモニー管弦楽

団、サイモン・ラトルやクリスティアン・ティーレマンの指揮でベルリン・フィルハーモ

ニー管弦楽団、ファビオ・ルイージやラファエル・フリューベック・デ・ブルゴスの指揮

でオルフ《カルミナ・ブラーナ》に出演した他、フィリップ・ジョルダンとバッハ《ヨハ

ネ受難曲》、ヘルムート・リリングと《マタイ受難曲》やブラームス《ドイツ・レクイエ

ム》、チョン・ミョンフンとフォーレ《レクイエム》、マレク・ヤノフスキ指揮のベルリン

放送交響楽団とはメンデルスゾーン《エリヤ》で共演した。また、ブラームス《ドイツ・

レクイエム》のソリストとして、ミルガ・グラジニーテ＝ティーラ指揮のバーミンガム市

交響楽団とウィーン楽友協会で共演している。 

さらに東京のサントリーホール、アムステルダムのコンセルトヘボウ、ベルリン・フィル

ハーモニー、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス、マドリード国立音楽堂、ウィーン楽友協

会及びコンツェルトハウス、ルツェルン音楽祭、ザルツブルク復活祭音楽祭及びモーツァ

ルト週間、グラーツのシュティリアルテ音楽祭、ボン・ベートーヴェン音楽祭にも出演し

てきた。 

これまでに、マクシミリアン・シェル、クラウス・マリア・ブランダウアー、ユリ・ケイ

ン、インゴ・メッツマッハー、クリストフ・エッシェンバッハ、ウルフ・シルマー、トー

マス・ヘンゲルブロック、ウラディーミル・フェドセーエフ、アンサンブル・モデルンと

共演している。 

とりわけ歌曲の分野に力を入れており、ウィーンやグラーツの楽友協会、リンツのブルッ
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クナーハウス、ライディングのリスト・センター、東京・春・音楽祭、「カリンシアの夏」

音楽祭等で、リサイタルを行い、ピアニストのヘルムート・ドイチュと緊密な協力関係を

築いてきた。リストの歌曲やシューベルト《冬の旅》を録音しており、最近では妻のモニ

カ・タイス＝エレートとロマンティックなデュエットの CDを収録している。 

この 22／23 年シーズンには、ワーグナー《ラインの黄金》ローゲでブダペスト・オペラ

に出演、ウィーン国立歌劇場でドニゼッティ《連隊の娘》スルピツィオに役デビューする

他、ワーグナー《ニュルンベルクのマイスタージンガー》ベックメッサーをクリスティア

ン・ティーレマン指揮のドレスデン・ゼンパー・オーパーで歌う。ドレスデンでは、クリ

スティアン・ティーレマン指揮でワーグナー《神々の黄昏》グンターの役デビューも飾る

予定である。コンサートでは、アンドリス・ネルソンス指揮のライプツィヒ・ゲヴァント

ハウス管弦楽団とマーラー交響曲第 8番に出演、続いてモンテカルロ・フィルハーモニー

管弦楽団やミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団とのカール・オルフ《カルミナ・ブラ

ーナ》でバリトン・パートを歌う予定である。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

大内秀介（ファゴット）Shusuke Ouchi 

京都府京都市出身。洛南高等学校附属中学校吹奏楽部においてファゴットを始める。洛南

高校を経て東京藝術大学音楽学部器楽科、同大学大学院音楽研究科卒業。 

第 36 回日本管打楽器コンクールファゴット部門第 1 位及び文部科学大臣賞、東京都知事

賞、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団特別賞を受賞。 

第 19 回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティバルに参加、受講生選抜によるプレミア

ムコンサートに出演。 

2014年、小澤征爾音楽塾「子供のための音楽会」、「青少年のためのオペラ」に参加。 

アフィニス夏の音楽祭 2018山形に参加。 

2021年 1月にリサイタル・パッシオに出演。 

H.ユンク、P.マーテンス、M.ポスティンゲル、S.ダルティガロング、M.ラッツ、H.ドネヴ

ェーク、S.アッツォリーニ各氏のマスタークラスを受講。 

ファゴットを水谷上総氏に、室内楽を山本正治、三界秀実、和久井仁、池田昭子、岡崎耕

治の各氏に師事。 

木管三重奏「Trio Cravates」、「東京ダブルリード本舗」のメンバーとして活動。 

日本フィルハーモニー交響楽団ファゴット奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

  



24 

 

大江 慧（チェロ）Kei Oe 

桐朋学園大学音楽学部を卒業、現在同大学大学院修士課程に在学中。 

没後 100年記念ポッパーチェロコンクール ポッパー賞。 

第 7回全日本芸術コンクール関西本選第 2位、同コンクール第 2回全国大会第 3位。 

チェリスト=コンポーザー・コンクール カサド賞。 

第 71回全日本学生音楽コンクール高校の部、第 73回同コンクール大学の部ともに名古屋

大会第 2位、全国大会入選。 

フィリアホール室内楽アカデミア第 3期生。 

桐朋学園宗次ホールオープニング・コンサート・シリーズにて清水和音氏と共演。 

サントリーホール室内楽アカデミー第 7期フェロー。 

これまでにチェロを梁漢祥、海野幹雄、森左介、斎藤建寛、倉田澄子の各氏に師事。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

大川 博（バリトン）Hiroshi Okawa 

国立音楽大学声楽学科卒業、同大学院音楽研究科声楽専攻修了。二期会オペラ研修所マス

タークラス 55 期修了。修了時に優秀賞を受賞。さわかみオペラ芸術振興一般財団法人の

助成にて渡伊。令和 2年度文化庁新進芸術家海外研修制度研修生として再び渡伊。2017年

6 月トリエステ・ヴェルディ歌劇場シーズンプログラムコンサート、2017 年 11 月トリエ

ステ・ヴェルディ歌劇場《エフゲニー・オネーギン》中隊長役でイタリアデビュー。東京

二期会オペラ劇場では、2018 年 9 月プッチーニ三部作《ジャンニ・スキッキ》ベット役、

2019 年 6 月《サロメ》兵士役、2019 年 10 月《蝶々夫人》ヤマドリ役、2019 年 11 月《天

国と地獄》ジュピター役、2023年《トゥーランドット》ピン役。神奈川県民ホール・オペ

ラ・シリーズ 2020グランドオペラ共同制作《トゥーランドット》ピン役で出演。《マタイ

受難曲》《ヨハネ受難曲》《レクイエム》《第九》等のソリストを務める。埼玉県出身。二期

会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

大川信之（テノール）Nobuyuki Okawa 

東京藝術大学声楽科卒業。同大学院オペラ専攻修了。二期会オペラ研修所マスタークラス

を優秀賞にて修了。第 14回日本声楽コンクール第 3位。 

藝大メサイアにてソロデビュー。バッハ《ロ短調ミサ》ハイドン《天地創造》《四季》モー

ツァルト《ハ短調ミサ》《レクイエム》ベートーヴェン《第九》マーラー《大地の歌》など
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のソリストを務める。 

東京藝術大学大学院オペラ モーツァルト《イドメネオ》イダマンテ役でオペラデビュー。

以降幅広いジャンルで様々な役を演じる。ロッシーニ《セヴィリアの理髪師》《チェネレン

トラ》《アルジェのイタリア女》《絹の梯子》、ドニゼッティ《リタ》《愛の妙薬》《ドンパス

クアーレ》などのベルカント作品、ヴェルディ《椿姫》《リゴレット》プッチーニ《ジャン

ニスキッキ》《ボエーム》マスネ《ウェルテル》ビゼー《カルメン》シャルパンティエ《ル

イーズ》などで主要キャストを務める。ドイツオペラでも、東京二期会公演 Rシュトラウ

ス《サロメ》ナラボート、《カプリッチョ》トープ氏、《ナクソス島のアリアドネ》舞踏教

師、ワーグナー《タンホイザー》ヴァルター、ベルク《ルル》画家役などに出演している。 

近年はリサイタルも積極的に取り組んでいる。シューベルト《美しき水車小屋の娘》シュ

ーマン《詩人の恋》や、日本歌曲、フランス歌曲など取り上げている。 

またオペラ団体「ルナノバ」を主宰し、みなとみらいホールや川口リリアホールなどと提

携し主催公演または協賛公演としてオペラ上演を数多くプロデュースした。二期会会員。 

 
出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

ヨハンニ・フォン・オオストラム（ソプラノ）Johanni Van Oostrum 

南アフリカ出身のソプラノ歌手で、プレトリア大学に学んだ。ミミ・コアースの声楽レッ

スンを受け、ブラック・タイ・オペラ・スタジオのメンバーとなった。シュトラウス、ウ

ェーバー、ヤナーチェク、ワーグナー等の偉大なソプラノ役で引く手あまたの演奏家であ

り、このレパートリーでサイモン・ラトル、アラン・ギルバート、アイヴァー・ボルトン、

ヤニック・ネゼ＝セガン、アダム・フィッシャー、アントネッロ・マナコルダ、オクサー

ナ・リーニフ、ロランス・エキルベイ等の指揮者や、ハリー・クプファー、バリー・コス

キー、トビアス・クラッツアー、ヴェラ・ネミロヴァ等の演出家と共演してきた。 

《ばらの騎士》元帥夫人は彼女の代表的な役柄となり、サイモン・ラトル指揮でアムステ

ルダムのオランダ国立オペラ、アラン・ギルバート指揮でストックホルムのスウェーデン

王立歌劇場の他、ベルリン・コーミッシェ・オーパーやモスクワのボリショイ劇場でも歌

った。2022年には、オットー・シェンクの有名な演出による《ばらの騎士》に代役で出演

してウィーン国立歌劇場にデビュー、華々しい成功を収めた。また、《フィガロの結婚》伯

爵夫人でバイエルン国立歌劇場にデビューした後、《ローエングリン》エルザの代役を見

事に演じ、聴衆と批評家の心をつかんだ。役デビューとしては他に、グラーツ歌劇場でリ

ヒャルト・シュトラウス《サロメ》タイトルロール、リモージュ歌劇場でコルンゴルト《死

の都》マリエッタ等も歌っている。 

20／21年シーズンは、パンデミックにもかかわらず、アダム・フィッシャー指揮による演

奏会形式のベートーヴェン《フィデリオ》でレオノーレ、ベルン市立劇場のヤナーチェク

《イェヌーファ》でタイトルロールにデビューした。ロランス・エキルベイによるインス

ラ・オーケストラとの「《魔弾の射手》プロジェクト」ではアガーテを演じ、エクス＝アン

＝プロヴァンス、ブリュッセルのボザール、アン・デア・ウィーン劇場、パリのシャンゼ

リゼ劇場、ロンドンのバービカン・センターでライブ演奏されたものがワーナー・クラシ

ックスとエラートから CD と DVD でそれぞれリリースされている。また、ワーグナー《タ
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ンホイザー》エリーザベトでバルセロナのリセウ大劇場、新制作の《フィガロの結婚》で

カナディアン・オペラ・カンパニーにデビューする予定だったが、パンデミックにより延

期された。22年 5月には、アムステルダムのオランダ国立オペラで、キリル・セレブレン

ニコフによる評判の新演出《魔弾の射手》アガーテを演じて絶賛された。 

22／23年シーズンの幕開けは、リヨン国立オペラの新制作《タンホイザー》に、エリーザ

ベトでデビューする。指揮のダニエール・ルスティオーニは、ワーグナー・オペラを初め

て振る。続いてハンブルクで《エレクトラ》クリュソテミス、アムステルダム・オペラで

新制作のドヴォルザーク《ルサルカ》タイトルロール、そして最後に《魔弾の射手》アガ

ーテで、今度はドレスデンのゼンパー・オーパーに出演する。 

コンサートでは多才ぶりを発揮し、ベートーヴェンの交響曲第 9番、リヒャルト・シュト

ラウスの《4 つの最後の歌》やその他の管弦伴奏の歌曲、ベートーヴェンのコンサート・

アリア〈ああ、不実なる者よ〉、ブラームス《ドイツ・レクイエム》、メンデルスゾーン《エ

リヤ》、ツェムリンスキーの「抒情交響曲」、ヴェルディ《レクイエム》等を歌っている。

とりわけ、南アフリカの作曲家による歌曲演奏にも注力している。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
 

大竹 奏（フィドル）Kana Otake 

ケルト音楽の演奏家。ブルターニュ、スコットランド、アイルランドにおいて伝統音楽の

研究を続ける。 

アイルランド滞在中は IrishExaminer や BBC に日本人フィドル奏者として取り上げられ

た。その後スコットランドダンス音楽の演奏法を研究、The Royal Scottish Country Dance 

Society（RSCDS）のダンスの演奏家としても国内外で活動。ブルターニュでは伝統的ダン

スと音楽を研究。 

2011年 2月より再び渡仏、ブルターニュの地元のメンバーと共に Bagad（伝統楽器で編成

される演奏グループ）に参加、Inter Celtic Festivalのコンクールやパレードに出場。 

ブルターニュの伝統音楽を研究演奏する日本人フィドル奏者として、現地の新聞やニュー

スで、数回にわたり取り上げられる。11月には、スコットランドの日本総領事館公邸にて、

シェットランドのギタリスト、ブライアン・ニコルソンと演奏会を開催、好評を得る。 

2012年 7月スロヴェニアの LENT国際音楽祭に演奏家として招待を受け出演。 

現在、スコットランドやブルターニュ、アイルランド関係のイベントや大使館、美術館な

ど東京を起点に各地でコンサートを開催している。 

 

出演公演 

2023年 4月 14日[金]11:00/14:00国立西洋美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「憧憬の地 ブルターニュ」展 記念コンサート vol.2 大竹 奏（フィドル） 

  



27 

 

大田智美（アコーディオン）Tomomi Ota 

10 歳からアコーディオンを江森登に師事。国立音楽大学附属音楽高等学校ピアノ科卒業

後、渡独。デトモルト音楽大学アコーディオン教育学科、フォルクヴァンク音楽大学芸術

家コースを経て、2009年 2月同大学ソリストコース・アコーディオン科を首席で卒業、ド

イツ国家演奏家資格（Konzertexamen）を取得。御喜美江に師事。またウィーン私立音楽大

学でも研鑽を積む。第 3 回 JAA 国際アコーディオン・コンクール上級の部、第 3 位入賞。 
2009年夏に帰国後は、ソロや室内楽、新曲初演、オーケストラとの共演等、国内外での演

奏活動と共に、楽器についてのワークショップ＆コンサートを日本各地の音楽大学で行う

など、特にクラシックや現代音楽の分野でのアコーディオンの普及にも尽力し、この楽器

の魅力と可能性を発信している。近年では、NHK 交響楽団、読売日本交響楽団定期公演、

東京・春・音楽祭、サントリーサマーフェスティバル、東京文化会館プラチナ・シリーズ、

武生国際音楽祭、井上芳雄による舞台「夜と霧」、NHK-FMベストオブクラシック等に出演。

また国内の現代音楽アンサンブル公演にも多く客演している。CD リリースやレコーディ

ング参加も多く、その確かな技術と音楽性を高く評価されている気鋭のアコーディオン奏

者である。オフィシャルサイト http://www.tomomiota.net/ 

 

出演公演 

2023年 3月 24日[金]19:00上野の森美術館 展示室 

ミュージアム・コンサート 

山田 岳（ギター）〜現代美術と音楽が出会うとき 

 

大槻孝志（テノール）Takashi Otsuki 

東京藝術大学大学院ソロ科修了。ドイツ及びイタリアに留学。二期会オペラ研修所第 47期

マスタークラス修了。修了時に優秀賞ならびに奨励賞を受賞。 

2004年ノルトハウゼン歌劇場管弦楽団来日公演《アイーダ》伝令役で出演し、歴史的名歌

手 F.コソットを始めとする外国人歌手との共演が本格オペラデビュー。翌年、メキシコ・

グアナファト市で開催された国際セルバンテス音楽祭開幕オペラ《夕鶴》与ひょう役で出

演し、メキシコ各地の劇場で歌い現地の新聞各紙に絶賛される（同役ダブルキャストは世

界的テノールのハビエル・カマレナ）。以後、新国立劇場唯一の外国人芸術監督、ノヴォラ

ツスキー前音楽監督に見出され、新国立劇場小劇場オペラシリーズに多数出演し研鑽を積

む。シリーズ最後となるヘンデルのオペラ《セルセ》セルセ役での成功を機に、新国立劇

場大劇場へ進出。新国立劇場にて、これまでに《西部の娘》《ファルスタッフ》《魔笛》《ム

ツェンスク郡のマクベス夫人》《ローエングリン》《こうもり》《カルメン》《愛の妙薬》《夕

鶴》等に主要キャストとして出演し、来日外国人歌手のカヴァー歌手としても 20 演目以

上の作品に携わる。 

東京二期会では《エフゲニー・オネーギン》レンスキー役に抜擢され、その類稀なる美声

を聴衆に強く印象付けた。また 2008年ストラヴィンスキーのオラトリオ《エディプス王》

羊飼い役（シャルル・デュトワ指揮・NHK 交響楽団）での名唱が「最も心に残った N 響コ

ンサート」第 2位に選ばれると、その実績を受け、同年の N響《第九》では、外国人歌手

の不調による降板に急遽代役として出演した。小澤征爾率いるサイトウ・キネン・フェス

ティバル松本（現：セイジ・オザワ松本フェスティバル）でも、当時キャスティングの責

任者であったメトロポリタン歌劇場ヴォーカル・コーチの P.ヴァレーにオーディション

時の歌唱が認められ、《エリヤ》《スペードの女王》《サロメ》など、これまでに邦人歌手と

しては初となる 3 演目ソリスト出演を果たす。2012 年年明けには、第 55 回 NHKニューイ

http://www.tomomiota.net/
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ヤーオペラコンサートに初出演。 

近年では 2016 年日生劇場《後宮からの逃走》ペドリッロ、2017 年小澤征爾音楽塾《カル

メン》レメンダード、2017・2018年に日生劇場《ルサルカ》王子、2019年 1月間宮芳生作

曲《ニホンザル・スキトオリメ》スキトオリメ、3 月小澤征爾音楽塾《カルメン》レメン

ダード、6月二期会《サロメ》ナラボート等出演。第一線でのキャリアを着実に積みつつ、

新たな境地を開拓し続けている。 

コンサートに於いても東京都交響楽団《第九》、仙台フィルハーモニー管弦楽団《エリヤ》、

ウィーン楽友協会合唱団モーツァルト《レクイエム》など、宗教曲のソリストとしても高

い評価を受け、その琴線に触れる力強い美声と堅実な役作りや歌唱は、小澤征爾を始めと

する内外の指揮者やオケから信頼を得ている。 

また、2011年に自ら選抜した太メンユニット IL DEVUを結成し、新たな試みをスタート。

結成後たちまち大人気ユニットとなり、これまでに CD『Debut』『NUKUMORI』『LOVE CHANGES 

EVERYTHING』を日本コロムビアよりリリース。 

以後、全国各地で年間 10公演を超えるコンサートに加え、これまでに数々の新聞・雑誌・

ラジオやテレビ番組等に掲載及びゲスト出演するなど、その企画・構成力にも定評がある。 

東邦音楽大学、同大学院特任准教授、愛知県立芸術大学講師、二期会会員 

男声ユニット IL DEVUの創設者兼メンバー。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
 

大西宇宙（バリトン）Takaoki Onishi 

武蔵野音楽大学及び大学院卒業。全日本学生音楽コンクール第 1位およびイタリア声楽コ

ンコルソ金賞・バリトン特賞を受賞後、IFACジュリアード音楽院声楽オーディションにて

最優秀賞を受賞し、日本人としては数少ない声楽専攻生としてジュリアード音楽院に入学。

在学中は、《フィガロの結婚》《エフゲニー・オネーギン》《マタイ受難曲》など多くの公演

に主要キャストとして抜擢されたほか、学内オーディションを経て、リンカーン・センタ

ーでリサイタル・デビューを飾った。卒業時には在学中の活躍を讃えられ、特別賞と奨学

金を付与された。 

アメリカのオペラ・インデックス、リチア・アルバネーゼ＝プッチーニ国際コンクールな

どのコンクールで第 1 位を獲得し、モントリール国際コンクールではファイナリスト、

Premiereオペラ財団国際声楽コンクールで優勝し、同時にホロストフスキー記念特別賞を

受賞。2015年から 3年間、シカゴ・リリック歌劇場ライアン・オペラ・センターに所属し、

《エフゲニー・オネーギン》《真珠採り》《カルメン》他に出演。アメリカでのプロ・デビ

ューとなった世界初演オペラ《Bel Canto》に神父アルゲダス役で出演。全米で放映され、

新聞・クラシック雑誌から称賛を得た。 

2019 年、セイジ・オザワ松本フェスティバルの F.ルイージ指揮《エフゲニー・オネーギ

ン》にてタイトルロールを務め、日本でオペラ公演デビュー。NHK 交響楽団／P.ヤルヴィ

指揮《フィデリオ》（演奏会形式）、ノースカロライナ歌劇場／原田慶太楼指揮《カルメン》、

《道化師》、アーサー・フェイガン指揮《フィデリオ》（コンサート形式）、バッハ・コレギ

ウム・ジャパン／鈴木優人指揮《リナルド》、びわ湖ホールオペラ／沼尻竜典指揮《ローエ

ングリン》、まつもと市民オペラ／城谷正博指揮《山と海猫》（信長貴富作曲世界初演）、新

国立劇場／ガエタノ・デスピノーザ指揮《愛の妙薬》、ヒューストン・グランド・オペラ／

キム・ウンソン指揮《トゥーランドット》等に出演。 
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オーケストラとはカーネギーホールにてニューヨーク・オラトリオ協会主催のシベリウス

《クレルヴォ》交響曲、2020 年 3 月には《ドイツ・レクイエム》で、2021 年 4 月には東

京・春・音楽祭においてモーツァルト《レクイエム》でソリストを務めて高評を得た。日

本では各地で飯森範親指揮《カルミナ・ブラーナ》、広上淳一指揮名古屋フィルハーモニー

交響楽団《ドイツ・レクイエム》《ミサ・ソレムニス》、プレトニョフ指揮ロシア・ナショ

ナル管弦楽団《イオランタ》（演奏会形式）、高関健指揮京都市交響楽団《戦争レクイエム》、

阪哲朗指揮山形交響楽団定期公演、飯森範親指揮いずみシンフォニエッタ大阪とマーラー

の《大地の歌》（川島素晴編／初演）、ツェムリンスキー《抒情交響曲》、ショルテス指揮東

京都交響楽団とモーツァルト《レクイエム》、原田慶太楼指揮東京交響楽団とヴォーン・ウ

ィリアムズ《海の交響曲》、鈴木優人指揮読売日本交響楽団《電話》、鈴木雅明指揮バッハ・

コレギウム・ジャパンでは《メサイア》《第九》、尾高忠明指揮 NHK交響楽団《第九》、ヴァ

イグレ指揮読売日本交響楽団シュニーダー《聖ヨハネの黙示録》《ドイツ・レクイエム》等

に出演し高評を得ている。 

第 30 回五島記念文化賞 オペラ新人賞、第 30 回日本製鉄音楽賞フレッシュアーティスト

賞を受賞。 

CD『詩人の恋』（ピアノ：小林道夫）を BRAVO RECORDSよりリリース。 

公式ホームページ https://www.takaokionishi.com/ 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

2023年 4月 1日[土]19:00東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による《仮面舞踏会》 

（抜粋／演奏会形式／字幕付） 

 

大宮臨太郎（ヴァイオリン）Rintaro Omiya 

1981年生まれ。横浜市出身。辰巳明子・堀 正文両氏に師事。 

2000 年第 69 回日本音楽コンクール 3位。同年ミレニアム・ニュークラシックオーディシ

ョン 1位、併せて審査員特別賞を受賞。2001 年仙台国際コンクール 5 位、聴衆者賞受賞。

2002年メニューイン国際ヴァイオリンコンクール（フランス）2位、2003年プラハの春国

際コンクールファイナリストほか国内外のコンクールにて受賞多数。桐朋学園大学 4年生

在学中に NHK 交響楽団オーディションに合格、2005 年毎日新聞社主催 毎日ゾリステンに

てリサイタル（ピアノ清水和音 於王子ホール）、ウィーンヴィルトゥオーゾとモーツアル

トのヴァイオリン協奏曲第 5番《トルコ風》を共演、2008年 12 月より 1 年間アフィニス

文化財団の奨学金を得てドイツフライブルグに留学。これまでに小澤征爾音楽塾、セイジ・

オザワ松本フェスティバルの他、「紀尾井シンフォニエッタ」「響」「PACE」「ヴィルトゥオ

ーゾカルテット」「クインテット・スペランツァ」などの室内楽メンバーとしても活躍。現

在、NHK交響楽団ヴァイオリン奏者。 

 

出演公演 

2023年 4月 11日[火]19:00国立科学博物館 日本館 2階講堂 

ミュージアム・コンサート  N響メンバーによる室内楽 
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岡 祐佳里（ヴァイオリン）Yukari Oka 

3歳よりヴァイオリンを始める。 

第 72 回全日本学生音楽コンクール全国大会 3 位。第 6 回、7回 ベーテン音楽コンクール

第 1位。第 15回関西弦楽コンクール優秀賞及び審査委員賞。第 23回日本クラシック音楽

コンクール全国大会 3位。第 1回桐朋ジュニア音楽コンクール第 3位。 

学内選抜者による student concert、桐朋学園室内楽演奏会、卒業演奏会に出演。 

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO2019に出演。 

これまでに、石川ミュージックアカデミー、ミュージック・マスターズ・コース・ジャパ

ン ヨコハマ 2022に参加。 

カルテット・プリマヴェーラのメンバーとして活動し、9 月よりサントリーホール室内楽

アカデミー7期フェロー。 

桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部 3年在学。 

室内楽をこれまでに磯村和英、山崎伸子、練木繁夫の各氏に師事。 

現在ヴァイオリンを、原田幸一郎、神谷美千子の両氏に師事。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

岡田 奏（ピアノ）Kana Okada 

函館市生まれ。15 歳で渡仏。パリ国立高等音楽院のピアノ科と室内楽科を最優秀で卒業、

修士課程を最優秀で修了し、第 3課程アーティスト・ディプロマ科を修了。 

8歳でリサイタル・デビューを果たし、12歳で開催したショパンのエチュード全曲演奏会

や、NHK-FM「名曲リサイタル」は絶賛された。これまでに、日本、フランス、ドイツ、イ

タリア、モロッコ、ポーランド、スペインの各地でリサイタルを開催し、フランスとベル

ギーではフランク・ブラレイと共演している。 

これまでに、ベルギー国立管弦楽団、シモン・ボリバル交響楽団、読売日本交響楽団、東

京フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、神奈川フ

ィルハーモニー管弦楽団、札幌交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、名古屋フィル

ハーモニー交響楽団、中部フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団、大阪フィルハー

モニー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、日本センチュリー交響楽団、大阪交響

楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団、広島交響楽団、静岡交響楽団等のオーケストラと、

マティアス・バーメルト、セバスティアン・ヴァイグレ、マリン・オールソップ、ポール・

メイエ、ヘルムート・ライヒェル・シルヴァ、クレメンス・シュルト、クリスティーナ・

ポスカ、小林研一郎、尾高忠明、広上淳一、大友直人、高関健、山下一史、山田和樹、円

光寺雅彦、大井剛史、川瀬賢太郎、粟辻聡、西本智実、三ツ橋敬子、田中祐子等の指揮者

と共演している。 

音楽祭への出演も多く、アンヌ・ケフェレックが芸術監督を務めるサントンジュ・ピアノ・

フェスティバルのほか、ラ・フォル・ジュルネ TOKYO、パリのショパン・フェスティバル、

アヌシー国際音楽祭、コマンジュ・フェスティバル、エガリエール・ミュージック・フェ

スティバル、エルヌ・ピアノフォルティッシモ、韓国のピース＆ピアノ・フェスティバル

等、いずれも好評を博す。また、NHK「名曲アルバム」、「クラシック倶楽部」、「リサイタル・

ノヴァ」、「きらクラ！」、BS朝日「子供たちに残したい 美しい日本のうた」等、メディア

への出演も多数行っている。 
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録音はトリトーン・レーベルより『Souvenirs ―フランス作品集―』、『Transformer』をリ

リース、好評を得ている。 

2013年第 8回プーランク国際ピアノ・コンクール第 1位、2013年第 12回ピアノ・キャン

パス国際コンクール第 1位、2016年エリザベート王妃国際音楽コンクールのファイナリス

ト入賞。 

ピアノを加茂和子、植田克己、上田晴子、ジョルジュ・プルーデルマッハー、フランク・

ブラレイ等に、室内楽をクレール・デゼール、イタマール・ゴラン、ブルーノ・パスキエ

等に師事。文化庁新進芸術家海外研修制度研修生、ローム・ミュージック・ファンデーシ

ョン奨学生、フランス・バンクポピュレール財団奨学生として研鑽を積んだ。芸劇オーケ

ストラ・アカデミー・フォー・ウインド講師、一般財団法人地域創造による公共ホール音

楽活性化事業（おんかつ）支援登録アーティスト。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

 

小倉貴久子（チェンバロ）Kikuko Ogura 

東京藝術大学を経て同大学大学院ピアノ科修了。アムステルダム音楽院を特別栄誉賞付き

首席卒業。第 3回日本モーツァルト音楽コンクールピアノ部門第 1位。1993年ブルージュ

国際古楽コンクールアンサンブル部門第 1 位。95 年同コンクールフォルテピアノ部門で

第 1位と聴衆賞受賞。「クラシック倶楽部」「ららら♪クラシック」「カルチャーラジオ 芸

術の魅力」など TV、ラジオへの出演も多い。浜松市楽器博物館コレクションシリーズの録

音やコンサートでの演奏も高い評価を得ている。これまでに CDを 50点以上リリース。そ

れらの多くが朝日新聞、読売新聞、毎日新聞やレコード芸術誌等で推薦盤や特選盤に選ば

れている。著書に『ピアノの歴史』（河出書房新社）。校訂楽譜『ソナチネ音楽帳』（音楽之

友社）『ジュスティーニ：12のソナタ集』『バロック名曲集』（カワイ出版）。共著や監修に

『よくわかるピアニスト呼吸法』『すぐわかる！4 コマピアノ音楽史』（ヤマハミュージッ

クメディア）。シリーズコンサート「小倉貴久子の《モーツァルトのクラヴィーアのある部

屋》」全 40回完結。平成 24年度文化庁芸術祭レコード部門 大賞、第 30回ミュージック・

ペンクラブ音楽賞 クラシック部門 独奏・独唱部門賞、第 48回 ENEOS音楽賞 洋楽部門奨

励賞、令和 3年度下總皖一音楽賞受賞。北とぴあシリーズ「小倉貴久子と巡るクラシック

の旅」と、自主企画シリーズ「小倉貴久子《フォルテピアノの世界》」を好評開催中。フォ

ルテピアノ・アカデミー SACLA 主宰。東京藝術大学及び、東京音楽大学講師。

https://www.mdf-ks.com 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00東京国立博物館 法隆寺宝物館エントランスホール 

ミュージアム・コンサート 

東博でバッハ vol.64 神田寛明（フルート）＆小倉貴久子（チェンバロ） 

  

https://www.mdf-ks.com/
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小田川哲也（バス）Tetsuya Odagawa 

東京藝術大学卒業。同大学院を経て、二期会オペラスタジオ第 38期マスタークラス修了。

修了時に優秀賞受賞。《ラ・ボエーム》コッリーネでオペラデビュー以降モーツァルト《フ

ィガロの結婚》、《ドン・ジョヴァンニ》、《コシ・ファン・トゥッテ》、《魔笛》、ヴェルディ

《椿姫》、《リゴレット》、《仮面舞踏会》、《ドン･カルロ》、ドニゼッティ《愛の妙薬》、《ラ

ンメルモールのルチア》、《ドン･パスクアーレ》ビゼー《カルメン》、ワーグナー《タンホ

イザー》、ニコライ《ウインザーの陽気な女房達》など数多くのオペラに出演。二期会では

創立 60周年記念公演《パルジファル》ティトゥレルの他、《マクベス》医師、《サロメ》ナ

ザレ人等で堅実な演唱を披露。またバッハのカンタータや受難曲、モーツァルトのレクイ

エムなどソリストとしてコンサートでも活躍している。日本声楽アカデミー会員。二期会

会員。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

アンドレアス・オッテンザマー（クラリネット）Andreas Ottensamer 

アンドレアス・オッテンザマーは、クラリネット奏者、芸術監督、指揮者として、その類

稀な音楽性と多才さで聴衆や批評家を魅了してやまない。 

現代を代表するクラリネット奏者として、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィー

ン・フィルハーモニー管弦楽団などのオーケストラと、マリス・ヤンソンス、サイモン・

ラトル、ヤニック・ネゼ＝セガン、ロレンツォ・ヴィオッティなど著名な指揮と共に、世

界のコンサートホールで共演を重ねている。 

また、ザルツブルク音楽祭、エクス・アン・プロヴァンス音楽祭などに定期的にゲスト・

アーティストとして出演。 

2020／21シーズンから、指揮者としても注目を集めている。 

今後、バーゼル室内管弦楽団、バーゼル交響楽団、グルベンキアン管弦楽団などを指揮、

指揮者としてもさらなる活躍が期待される。 

また、スイス ビュルゲンストック音楽祭の芸術監督を務めているオッテンザマーは、音楽

的な友情を深めているユジャ・ワン、リサ・バティアシュヴィリ、パトリシア・コパチン

スカヤ、ソル・ガベッタ等と室内楽で共演、音楽祭を一層盛り上げている。 

2013年、イエロー・レーベル初のクラリネット奏者としてドイツ・グラモフォンと専属契

約を結ぶ。ウェーバー、メンデルスゾーン、ブラームスの作品を収録したアルバム『ブル

ーアワー』では、マリス・ヤンソンス指揮ベルリン・フィルとタッグを組み、

Instrumentalist of the yearとして 2度目のオーパスクラシク賞受賞を果たす。 

1989年ウィーン生まれ。早くから音楽に親しみ、4歳のときに初めてピアノのレッスンを

受ける。10歳でウィーン国立音楽大学にてチェロを学び、2003年にクラリネットに転向。

2009年、ハーバード大学在学中にベルリン・フィル・オーケストラ・アカデミーの奨学生

となる。ニコラス・パスケ教授のもとで指揮を学び、ヨハネス・シュレフリ教授とヤープ・

ファン・ズヴェーデン教授のマスタークラスを受講。 

2021年グシュタード音楽祭指揮者アカデミーにてネーメ・ヤルヴィ賞受賞。 

2011年 3月より、ベルリン・フィル首席クラリネット奏者を務めている。 

 

出演公演 

2023年 3月 26日[日]14:00東京文化会館 小ホール 

アンドレアス・オッテンザマー（クラリネット）＆三浦謙司（ピアノ） 
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尾上昌弘（クラリネット）Masahiro Onoue 

香川県出身。香川県立坂出高等学校音楽科卒業。東京藝術大学音楽学部を経て、同大学大

学院修士課程修了。大学院在学中には音楽家の疾患であるフォーカル・ジストニアの研究

にも取り組んだ。 

これまでにクラリネットを高畑直美、山﨑盾之、藤井一男、村井祐児、山本正治、三界秀

実の諸氏に師事。 

現在は室内楽、オーケストラ、スタジオ録音などの演奏活動の他、後進の育成にも力を入

れている。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

 

甲斐栄次郎（バリトン）Eijiro Kai 

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、東京藝術大学大学院音楽研究科声楽専攻（オペラ）修

了。1998年第 29回イタリア声楽コンコルソ シエナ部門第 1位・シエナ大賞受賞。1999年

第 4回藤沢オペラコンクール第 3位入賞。2002年 6月イタリア、リーヴァ・デル・ガルダ

で開催された第 8 回リッカルド・ザンドナイ国際コンクール第 3 位入賞、同年 11 月プー

リア州レッチェで開催された第 10回ティト・スキーパ国際コンクール第 1位。平成 14年

度五島記念文化賞オペラ新人賞受賞。1996 年二期会オペラスタジオ第 39 期マスタークラ

ス修了、修了時に最優秀賞及び川崎靜子賞を受賞。1998 年文化庁オペラ研修所第 11 期修

了。1999 年より文化庁派遣芸術家在外研修員としてニューヨークにおいて研鑽を積む。

2002年五島記念文化財団の助成により、イタリア、ボローニャへ留学。2000年テル・アヴ

ィヴ（イスラエル）で開催された Israel Vocal Arts Institute（IVAI）、キアーリ（イタ

リア）にて開催された International Institute of Vocal Arts（IIVA）の両オペラ・プ

ログラムに参加。テル・アヴィヴでは、パイズィエッロ作曲《セヴィリアの理髪師》フィ

ガロを務める。2001年カザルマッジョーレ（イタリア）で開催された“IVAI”プログラム

に再び参加、《フィガロの結婚》フィガロを務める。 

2003 年 9 月、ウィーン国立歌劇場にデビュー。その後、同劇場において 10 年間に渡り専

属ソリスト歌手として活躍。レパートリーは 60役を超え、42役で約 330公演に出演。2003

年 12月、トーマス・ハンプソン主演の《シモン・ボッカネグラ》においては、急病の歌手

に代わりパオロ役で急遽出演し、暗殺者を緻密に表現、存在を深く印象付けた。同役では、

ヌッチ、ドミンゴ、フリットリ、フルラネット、サッバティーニらとも共演。2012年 5月、

エディータ・グルベローヴァとの共演で、歌唱、演技共に高い評価を得たドニゼッティ作

曲《ロベルト・デヴェリュー》ノッティンガム公爵をはじめとし、《ランメルモールのルチ

ア》エンリーコ、《愛の妙薬》ベルコーレ、《ラ・ファヴォリータ》アルフォンソ 11 世、

《蝶々夫人》シャープレス、《ラ・ボエーム》マルチェッロ、《マノン・レスコー》レスコ

ー等、特にイタリア・オペラ作品において高い評価を得ている。2008年、ウィーン国立歌

劇場の日本公演において、エディータ・グルベローヴァ主演《ロベルト・デヴェリュー》

にグアルティエーロ・ローリで出演、2012年、同歌劇場の来日公演に再度参加し《子供の

ための魔笛》においてパパゲーノを好演。 

国内においては、2002年二期会創立 50周年記念公演《フィガロの結婚》フィガロ、《ニュ

ルンベルグのマイスタージンガー》夜警役で出演。小澤征爾音楽塾オペラプロジェクトⅢ
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《ドン・ジョヴァンニ》公演で、タイトルロール・カヴァーを務め、特別演奏会には同役

で出演。2003 年小澤征爾オペラプロジェクト パリ・オペラ座共同制作《ジャンニ・スキ

ッキ》にベットで出演。2004年には市川團十郎演出オペラ《鳴神》鳴神上人で新国立劇場

デビュー、2011 年同劇場《蝶々夫人》シャープレスで出演、2014 年、2017 年にも同役で

再登場。2011年東京文化会館 50周年記念公演《古事記》イザナギで出演。2013年東京・

春・音楽祭《ニュルンベルクのマイスタージンガー》コートナー、2018年同《ローエング

リン》王の伝令役で出演。2018 年宮崎国際音楽祭《蝶々夫人》シャープレス、2019 年同

《ラ・ボエーム》マルチェッロ、二期会《清教徒》リッカルドで出演。 

その他、《フィガロの結婚》アルマヴィーヴァ伯爵、《コシ・ファン・トゥッテ》グリエル

モ、《泥棒とオールドミス》ボブ、《魔笛》弁者、《サムソンとデリラ》大司祭、《真珠とり》

ズルガ等がある。 

コンサートにおいては、ベートーヴェン《第九》、ブラームス《ドイツ・レクイエム》、メ

ンデルスゾーン《エリヤ》、フォーレ《レクイエム》、モーツァルト《レクイエム》、ヘンデ

ル《メサイア》、マーラー《嘆きの歌》、ヤナーチェク《グラゴル・ミサ》等のソリストを

務め、著名な指揮者・オーケストラからの信頼も厚い。2008年には NHKニューイヤーオペ

ラコンサートに出演し、同年、N響《第九》のソリストを務め、その後 2013年、2014年、

2017年にも再登場している。2019年には東京・春・音楽祭 シェーンベルク《グレの歌》

にも出演。 

東京藝術大学准教授、聖徳大学客員教授、洗足学園音楽大学客員教授、日本声楽アカデミ

ー会員、二期会会員。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

蠣崎耕三（オーボエ）Kozo Kakizaki 

1983年京都市立芸術大学音楽学部を首席で卒業。 

在学中、第 51回日本音楽コンクール入選。 

1984年から 1987まで DAADドイツ政府給費留学生としてミュンヘン音楽大学へ留学。 

留学中、ヨーロッパ室内管弦楽団、ミュンヘン・バッハ管弦楽団、シュトゥットガルト・

バッハコレギウム、ベルリン放送交響楽団などに客演。 

帰国後、第 4回日本管打楽器コンクールオーボエ部門第 1位入賞。 

札幌交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、読売日本交響楽団首席オーボエ奏者を歴

任。 

現在、桐朋学園大学管楽器科教授として後進の指導に当たっている。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 
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鍵冨弦太郎（ヴァイオリン）Gentaro Kagitomi 

1986年新潟市生まれ。桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）を首席で卒業し、桐朋学園大

学ソリスト・ディプロマ・コースに進学。高校在学中にビクターエンタテインメントより

CDをリリース。幼少より様々なコンクールを制覇し、第 72回日本音楽コンクール第 1位、

調布市芸術厚労賞受賞。 

サンクトペテルブルグ音楽祭（ロシア）からの招聘や、国際交流基金よりカナダ 5都市に

派遣される。現在、室内楽やオーケストラのゲスト・コンサートマスターなど国内外で活

躍している。2019年日本アコースティックレコーズより最新 CDをリリース。 

 

出演公演 

2023年 4月 3日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

名手たちによる室内楽の極（きわみ） 

 

景澤恵子（ヴァイオリン）Keiko Kagesawa 

函館市生まれ。桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学卒業、同学研究科を経て渡仏。パ

リ市立音楽院、マルメゾン音楽院を満場一致の首席で修了。 

2007年ジャン・フランセ国際音楽コンクール入賞。 

帰国後、兵庫県芸術文化センター管弦楽団レジデントプレイヤー、イルミナートフィルハ

ーモニーオーケストラコンサートマスターなどを経て、東京フィルハーモニー交響楽団に

入団。第 1ヴァイオリン奏者をつとめる。 

また PMFオーケストラ、小澤征爾音楽塾、水戸室内管弦楽団、宮崎音楽祭管弦楽団などに

メンバーとして参加。 

現在、トリトン晴れた海のオーケストラ、サイトウ・キネン・オーケストラ、サントリー

ホール ARK シンフォニエッタメンバー。これまでに徳永二男、Gilles Henry、Roland 

Daugareil等の各氏に師事。 

Chaka String Quartetメンバーとして CDと楽譜をリリース、販売中。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

景山梨乃（ハープ）Rino Kageyama 

8歳よりハープを始める。2000年日本ハープコンクールジュニア部門第 1位、2006年同コ

ンクールアドヴァンス部門第 1 位、2002 年リリーラスキーヌ国際ハープコンクールジュ

ニア部門第 3位、2008年同コンクールシニア部門最高位（1位なしの 2位）併せて特別賞

受賞、2010年オランダ国際ハープコンクール第 2位、同年 USA国際ハープコンクール第 2

位併せてグリエール賞（最優秀コンチェルト演奏賞）を受賞。2013年ジャック・タデイコ

ンクール第 1 位、2016 年ミュンヘン ARD 国際音楽コンクールで第 3 位など、多数受賞。

2018年新日鉄住金音楽賞フレッシュアーティスト賞（現・日本製鉄音楽賞）受賞。これま

でにメドック音楽祭、ベートーヴェン音楽祭、セルビアハープフェスティバル、世界ハー

プ会議 in バンクーバー、仙台クラシックフェスティバル、防府音楽祭、女性作曲家音楽
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祭等で招待演奏。テレビ朝日「題名のない音楽会」、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」、「ベス

トオブクラシック」等に出演。ソリストとして、東京交響楽団、新日本フィルハーモニー

交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、イル・ド・

フランス管弦楽団、シンフォニエッタ・パリ等とコンチェルトを共演。またミュンヘン ARD

国際音楽コンクールのファイナルではバイエルン放送交響楽団と共演した。室内楽ではフ

ルートのエマニュエル・パユ、チェロのルートヴィヒ・クヴァント等と共演。東京藝術大

学付属音楽高等学校を経て 2008年同大学入学。学内にて福島賞、平山郁夫文化芸術賞を

受賞。2009年よりフジテレビより給付金を得てパリエコールノルマル音楽院に在籍。2011

年、同音楽院最高ディプロムを審査員満場一致と特別評価を受け取得。その後ベルリン芸

術大学で学び、同時にベルリンフィル・カラヤンアカデミー修了。2013、2014年度公益財

団法人ロームミュージックファンデーション奨学生。これまでに渡辺かや、篠崎史子、早

川りさこ、松井久子、イザベル・ペラン、マリー=ピエール・ラングラメ各氏に師事。現在、

東京交響楽団首席ハープ奏者、愛知県立芸術大学非常勤講師。 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00国立科学博物館 地球館地下２階常設展示室 

ミュージアム・コンサート  毛利文香（ヴァイオリン） 

 

樫本大進（ヴァイオリン）Daishin Kashimoto 

ロンドン生まれ。1990 年、第 4 回バッハ・ジュニア音楽コンクールでの第 1 位を皮切り

に、1996年のフリッツ・クライスラー、ロン＝ティボーの両国際音楽コンクールでの第 1

位など、5 つの権威ある国際コンクールにて優勝。ドイツを拠点にソリストとして世界の

舞台で演奏する傍ら、2010年に正式就任したベルリン・フィルハーモニー管弦楽団第 1コ

ンサートマスターを務める。 

3歳よりヴァイオリンを恵藤久美子に学ぶ。5歳でニューヨークに転居し、7歳でジュリア

ード音楽院プレカレッジに入学、田中直子に師事。11歳の時、名教授ザハール・ブロンに

招かれリューベックに留学。20歳よりフライブルク音楽院でライナー・クスマウルに師事、

グスタフ・シェック賞を受賞し修士課程を修了した。 

これまで、ロリン・マゼール、小澤征爾、マリス・ヤンソンス、チョン・ミョンフン、パ

ーヴォ・ヤルヴィなどの著名指揮者のもと、国内外のオーケストラと共演を重ねるほか、

室内楽にも意欲的に取り組み、マルタ・アルゲリッチ、ギドン・クレーメル、ユーリ・バ

シュメット、ミッシャ・マイスキー、エマニュエル・パユ、ポール・メイエなどの著名ソ

リストと共演。使用楽器は、株式会社飛鳥（志村晶代表取締役）から貸与された 1744年製

デル・ジェス「ド・ベリオ」。 

2007年からは、自身が音楽監督となり兵庫県赤穂市・姫路市を舞台に室内楽の国際音楽祭

「ル・ポン（Le Pont）」を開始。フランス語で「架け橋」の意を持つ名前を冠する本音楽

祭は、「音楽を架け橋に、人と人のきずなを大切にし、平和で幸せな世界を創りたい」とい

う樫本の願いを受けて開催され、彼の声がけで世界一流の音楽家が毎秋参加し話題を呼ん

でいる。 

2010年、日本人として史上 2人目のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団第 1コンサート

マスターに正式就任。オーケストラの顔として活動しているほか、本拠地ベルリンでの定

期演奏会やヨーロッパ、アジア・ツアーでの演奏会などでソリストとしても共演している。 

主な CD に、2014 年にワーナー・クラシックスから世界リリースもされた、コンスタンチ

ン・リフシッツとの『ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ全集』など。 

1995 年アリオン音楽賞、1997 年出光音楽賞、モービル音楽賞、1998 年新日鉄音楽賞フレ



37 

 

ッシュアーティスト賞、平成 9年度芸術選奨文部大臣新人賞、2011年兵庫県文化賞、チェ

ンジメーカー2011 クリエーター部門、2017 年姫路市芸術文化大賞、ドイツに於いてはシ

ュタインゲンベルガー賞、ダヴィドフ賞を受賞。2019年 12月より、HiFiオーディオ製品

ブランド「VELVET SOUND」（旭化成エレクトロニクス）公式アンバサダー。 

TBS「情熱大陸」、NHK「プロフェッショナル～仕事の流儀」など、多くのメディアに取り上

げられ、クラシック音楽の最高峰で活躍するヴァイオリニストとして常に注目を浴びてい

る。 

 

出演公演 

2023年 3月 18日[土]16:00東京文化会館 小ホール 

ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽 

 

片寄純也（テノール）Junya Katayose 

国立音楽大学卒業。二期会オペラスタジオ修了。《椿姫》アルフレードでオペラデビュー。

《ラ・チェッキーナ》《魔笛》《ラ・ボエーム》《椿姫》《ドン・ジョヴァンニ》《コジ・ファ

ン・トゥッテ》《運命の力》《エルナーニ》《カルメン》《カヴァレリア・ルスティカーナ》

《道化師》《ニュルンベルクのマイスタージンガー》等に出演。 

2011年二期会《サロメ》（ペーター・コンヴィチュニー演出）ヘロデ、2012年飯守泰次郎

指揮・東京アカデミッシェカペレ《さまよえるオランダ人》エリックに出演。同年 7月に

は、二期会創立 60周年記念《パリアッチ》(パオロ・カリニャーニ指揮)カニオ、9月二期

会／バルセロナ・リセウ歌劇場／チューリッヒ歌劇場共同制作《パルジファル》(クラウ

ス・グート演出)タイトルロールで立て続けに出演、絶賛を浴びた。さらに、2015 年新国

立劇場《ラインの黄金》フロー、同「さまよえるオランダ人 ハイライトコンサート」エリ

ック、2016年二期会《ナクソス島のアリアドネ》(シモーネ・ヤング指揮)テノール歌手／

バッカス、日本フィル《ラインの黄金》フロー、2018 年二期会《魔弾の射手》マックス、

2019 年二期会《サロメ》ヘロデ、21 年二期会《タンホイザー》タイトルロール、東京・

春・音楽祭子どものためのワーグナー《パルジファル》タイトルロール、2022年東京・春・

音楽祭子どものためのワーグナー《ローエングリン》タイトルロールで出演。世界的にも

貴重なスピントの魅力を持ち、ワーグナー・テノールとして、確固たる地位を築いている。 

また、コンサートでは、ヴェルディ《レクイエム》、ベートーヴェン《第九》等でソロを務

める。「青薔薇海賊団」メンバーとして、CDと DVDをリリースしている。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 
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加藤知子（ヴァイオリン）Tomoko Kato 

1982 年第 7 回チャイコフスキー国際コンクール第 2 位受賞で大きな注目を集め、以来そ

の情熱的で深い音楽性が多くの聴衆を魅了している。 

4歳よりヴァイオリンを始め、三瓶詠子、故久保田良作、江藤俊哉の各氏に師事。 

第 47回日本音楽コンクール ヴァイオリン部門第 1位、レウカディア賞受賞。翌年の海外

派遣コンクールで特別賞受賞。1980年桐朋学園大学卒業。同 8月、タングルウッド音楽祭

に参加、メイヤー賞受賞。ローレンス・レッサーに師事。アスペン音楽祭、マールボロ音

楽祭に出演、ルドルフ・ゼルキンらの指導を受ける。 

1981年文化庁派遣研修員として 2年間、ジュリアード音楽院に留学。 

1982年第 7回チャイコフスキー国際コンクール第 2位受賞。 

1983年帰国。以来国内はもとよりアメリカ、ヨーロッパ、南米、韓国、中国やモスクワ等

各地でオーケストラとの共演やリサイタル、室内楽に出演。ソロ活動のほか、室内楽では

リリア・アンサンブルの中枢として活躍。1995年サントリーホール大ホールでのリサイタ

ルは、「持ち前の美音と大らかな音楽的解釈で、客席を埋め尽くした聴衆にヴァイオリン

を聴く喜びを伝えることに成功した」、1996 年クリヴィヌ指揮リヨン管弦楽団との共演は

「特にスケルツォやアンダンテ楽章での熱い情感を込めた歌は、聴き応え充分であった。」

と絶賛されるなど、常に高い評価を受けている。教育の分野では桐朋学園大学教授として、

多くの後進の育成に貢献している他、仙台国際音楽コンクールの審査員も務める。 

また東京・春・音楽祭やサイトウ・キネン・フェスティバル（セイジ・オザワ松本フェス

ティバル）、木曽音楽祭や数々の音楽祭に参加、ソロのみならず室内楽の活動も行ってい

る。 

コロムビアより『イザイ無伴奏ヴァイオリン・ソナタ』『朝の歌～エルガー作品集』『バッ

ハの無伴奏ソナタ＆パルティータ全曲』を、また NYS CLASSICS より『シューマン・ヴァ

イオリン・ソナタ』、『ブラームス・ヴァイオリン・ソナタ』等をリリースしている。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

加藤洋之（ピアノ）Hiroshi Kato 

東京藝術大学附属音楽高校を経て同大学を首席で卒業。大学院在学中の 1990 年にジュネ

ーヴ国際音楽コンクール第 3位入賞、ハンガリー国立リスト音楽院に留学してイシュトヴ

ァン・ラントシュ氏に師事する。1996年からはケルンに移りパヴェル・ギリロフ氏の下で

さらに研鑽を積んだ。これまでにハンガリー国立交響楽団、ブダペスト・フィルハーモニ

ー管弦楽団、ブルガリア国立放送交響楽団、ヘルシンボリ交響楽団、東京都交響楽団、日

本フィルハーモニー交響楽団など内外のオーケストラとの協演、ウィーン芸術週間、プラ

ハの春、ルセ国際音楽祭、リムーザン室内楽フェスティヴァル等の音楽祭、ウィーン楽友

協会、ウィグモア・ホールをはじめヨーロッパの主要ホールへの出演など各地で演奏活動

を続けている。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の奏者たちと頻繁に室内楽を演奏し、

特にライナー・キュッヒル氏とは 1999 年以来、国内外において数多くの公演を重ねてき

た。2019 年にオクタヴィア・レコードより初のソロ CD『時間から空間へ〜ワーグナーへ

のオマージュ』がリリースされレコード芸術誌で特選盤となる。令和元年度文化庁芸術祭

音楽部門 大賞を受賞。 
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出演公演 

2023年 4月 11日[火]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭〈Geist und Kunst〉室内楽シリーズ vol.3 

郷古 廉（ヴァイオリン）＆加藤洋之（ピアノ） 

鏡の中の春 ―― 横坂 源（チェロ）を迎えて 

 

加藤昌則（企画構成／指揮／お話）Masanori Kato 

神奈川県出身。東京藝術大学作曲科を首席で卒業し、同大学大学院修了。 

作品のジャンルはオペラ、管弦楽、声楽、合唱曲など幅広く、作品に新しい息吹を吹き込

む創意あふれる編曲にも定評がある。福田進一、藤木大地、福川伸陽、三浦友理枝、奥村 

愛など多くのソリストに楽曲提供をしており、共演ピアニストとしても評価が高い。 

2001 年デビューCD『SOLO』（アートユニオン）リリース。同 CD の収録曲の楽譜集も出版。

女声合唱組曲《5 つのソネット》や宮本益光作詞による合唱組曲《あしたのうた》など楽

譜も多く出版されている。2005年、日本を代表するクラシカル・サクソフォン奏者、須川

展也からの委嘱により、《スロヴァキアン・ラプソディ〜サクソフォンとオーケストラの

ための〜》を作曲、スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団の東京公演（サントリーホ

ール）で初演され、その後、須川展也のアルバムにも収録。また 2009年ブラティスラヴァ

にても演奏され満場の喝采を浴びた。2006年自身初のオペラ作品《ヤマタノオロチ》を発

表、日本経済新聞紙上などで絶賛される。その後も 2006年管弦楽曲《刻の里標石（ときの

マイルストーン）》（神奈川フィルハーモニー管弦楽団委嘱作品／2008 年東京オペラシテ

ィコンサートホール開館 10周年記念公演にて再演）、2012年「福島復興・復活オペラプロ

ジェクト」オペラ《白虎》（第 11回佐川吉男音楽賞受賞）、2013年管弦楽曲《Legends in 

the Sky》、2014年連作歌曲《二本の木》（王子ホール委嘱作品）、2015年合唱曲《地球をつ

つむ歌声》（NHK全国学校音楽コンクール小学校の部課題曲）、2018年管弦楽曲《Sixteenth 

Montage》（セントラル愛知交響楽団委嘱作品）ほか、数多くの作品を発表。NHK2020 応援

ソング《パプリカ》の合唱編曲も手掛けている。 

独自の視点・切り口で企画する公演やクラシック講座などのプロデュース力にも注目を集

めており、王子ホール「銀座ぶらっとコンサート Café シリーズ」（企画・ピアノ）、東京・

春・音楽祭 「ベンジャミン・ブリテンの世界」（企画・構成）、「日生劇場ファミリーフェ

スティヴァル」（作編曲・構成）を務めている。最新 CD は 2017 年発売『PIANO COLOURS』

（エイベックス・クラシックス）。2016年 4月より NHK-FM「鍵盤のつばさ」番組パーソナ

リティを担当。2019 年より長野市芸術館レジデント・プロデューサー。2022 年 4 月、ひ

らしん平塚文化芸術ホール 音楽アンバサダーに就任。 

Official Website www.masanori-music.com 

 

出演公演 

2023年 4月 2日[日]14:00東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ 

20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 

  

http://www.masanori-music.com/
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金川真弓（ヴァイオリン）Mayumi Kanagawa 

音楽への専心と、豊潤かつ深い音色で奏でられる音楽性が聴衆を魅了している。2019年チ

ャイコフスキー国際コンクール第 4位、2018年ロン＝ティボー国際音楽コンクール第 2位

入賞および最優秀協奏曲賞を受賞し、一躍注目を集める。 

これまでに、ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団、プラハ放送交響楽団、マリインス

キー劇場管弦楽団、ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団、フィンランド放送交響

楽団、ベルギー国立管弦楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、フランス国立ロワ

ール管弦楽団、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団等と、日本では、NHK 交響楽団、読

売日本交響楽団、東京都交響楽団、京都市交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、

大阪フィルハーモニー交響楽団、日本センチュリー交響楽団、札幌交響楽団、山形交響楽

団、広島交響楽団、九州交響楽団に客演し、ハンヌ・リントゥ、セバスティアン・ヴァイ

グレ、ユーリ・シモノフ、パスカル・ロフェ、アレクサンダー・シェリー、ヒュー・ウル

フ、モデスタス・ピトレナス、カーチュン・ウォン、アンドリュー・リットン、ケン＝デ

イヴィッド・マズア、尾高忠明、秋山和慶、小泉和裕、井上道義、広上淳一、飯森範親、

川瀬賢太郎等の指揮者と共演している。 

室内楽やアウトリーチでは、トランス=シベリア芸術祭、ヴェルビエ音楽祭、PMF音楽祭等

に出演するほか、トナリ・ツアーズのドイツ・ツアーに出演した。日本では、シャネル・

ピグマリオン・デイズでの公演も好評を得る。 

ドイツ生まれ。4歳から日本でヴァイオリンを始め、その後ニューヨークを経て、12歳で

ロサンゼルスに移る。現在はベルリンを拠点に演奏活動を展開させている。ハンス・アイ

スラー音楽大学でコリヤ・ブラッハーに、また名倉淑子、川崎雅夫、ロバート・リプセッ

トの各氏に師事。 

使用楽器は、日本音楽財団貸与のストラディヴァリウス「ウィルへルミ」（1725年製）。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]19:00東京文化会館 小ホール 

シューマンの室内楽 

 

アンドレアス・バウアー・カナバス（バス）Andreas Bauer Kanabas 

主要な役どころのシリアス・バスの役を 8つの異なる言語で歌う。そのレパートリーには、

ヴェルディのフィリップ 2世（イタリア語及びフランス語）、ザッカリーア、フィエスコ、

デ・シルヴァ、グァルディアーノ神父や、リリカルなワーグナーの役では、マルケ王、ハ

インリヒ王、ヘルマン方伯、ファイト・ポーグナー、ダラント等がある。また、グノー《フ

ァウスト》メフィスト、《青ひげ公の城》タイトルロール、《ルサルカ》水の精、《エフゲニ

ー・オネーギン》グレーミン公爵、《イオランタ》ルネ王、《ビリー・バッド》クラッガー

ト、《カルメン》エスカミーリョの他、モーツァルトの役では、ザラストロ、オスミン、騎

士長等も歌っている。 

国際的な舞台にも出演しており、ウィーン国立歌劇場、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハ

ウス、パリのオペラ・バスティーユ、モスクワのボリショイ劇場、マドリードのテアトロ・

レアル、シアトル・オペラ、東京の新国立劇場、チリのサンティアゴ市立劇場、リヨン国

立オペラ、トゥールーズ・キャピトル劇場、リガのラトビア国立歌劇場、ドレスデンのゼ

ンパー・オーパー、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場、ベルリン国立歌劇場、ベルリン・

ドイツ・オペラ、ベルリン・コーミッシェ・オーパー等が挙げられる。2013年よりフラン
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クフルト歌劇場のアンサンブルメンバーとして活動。20年、新型コロナウイルスにより世

界的に封鎖される中、非常に幸運にもテアトロ・レアルで《ルサルカ》水の精を演じるこ

とができた。 

今後の活動としては、ベルリン・ドイツ・オペラにヴェルディ《ナブッコ》ザッカリーア、

アントワープとヘントにヴェルディ《エルナーニ》デ・シルヴァで再び登場する予定。23

年には《魔弾の射手》カスパールでハンブルク州立歌劇場にデビュー、22年にはヨナス・

カウフマンとの共演による《フィデリオ》ロッコでコンサートが予定されている。 

コロナ禍の前年には、いくつかデビューで大成功を収めた。アントワープとヘントで《ド

ン・カルロ》フィリップ 2世、モスクワのボリショイ劇場で《カルメン》エスカミーリョ、

トゥールーズで《ルクレツィア・ボルジア》アルフォンソ・デステ、ロンドンのロイヤル・

オペラ・ハウスで《魔笛》ザラストロ等である。19年夏には、ケベック・オペラ・フェス

ティバルの《さまよえるオランダ人》ダラントでカナダ・デビューを果たし、素晴らしい

成功を収めた。同役では以前にも、ベルリン・ドイツ・オペラとマドリード国立音楽堂で

ブリン・ターフェルと共演している。また、ベルリン・ドイツ・オペラでは《ローエング

リン》ハインリヒ王を歌ったが、同役はウィーン国立歌劇場や東京の新国立劇場にデビュ

ーした役でもあった。 

15年にドレスデンのゼンパー・オーパーでクリスティアン・ティーレマン指揮による新制

作《魔弾の射手》隠者を歌った公演は、ユニテル・クラシックスから DVDで発売されてい

る。また、マレク・ヤノフスキ指揮ケルン WDR交響楽団のベートーヴェン交響曲全集の録

音には、交響曲第 9番にソリストとして参加している他、初のソロ CD『愛と絶望』が最近

リリースされた。得意な役の一つであるグノー《ファウスト》メフィストフェレスとして、

17 年にはリガのラトビア国立歌劇場による受賞公演で聴衆を沸かせ、その模様はアルテ

で放映された。 

ワイマールのオイゲン・ラビーネ教授のもとで学んだ後、レッジョ・エミリアのパオロ・

バルバチーニ、ロンドンのロバート・ロイド、トゥールーズのロバート・ゴンネッラに師

事。歌曲の演奏者として、ピアニストのダニエル・ハイデとの共演を重ねている。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

金山京介（テノール）Kyosuke Kanayama 

国立音楽大学声楽科首席卒業。卒業時に矢田部賞受賞。オペラ・ソリストコース修了。東

京藝術大学大学院音楽研究科修士課程（オペラ）を修了。二期会オペラ研修所第 56期マス

タークラス修了。修了時に優秀賞受賞。オペラ《コシ・ファン・トゥッテ》フェランド、

《秘密の結婚》パオリーノ、《椿姫》アルフレード、千住明作曲 オペラ《滝の白糸》（世界

初演）口上の芸人役、《フィレンツェの麦わら帽子》ファディナールにて出演。2015 年二

期会《魔笛》（宮本亞門演出）タミーノで二期会本公演デビュー。同年日生劇場《ドン・ジ

ョヴァンニ》ドン・オッターヴィオ、2016年同《セビリアの理髪師》アルマヴィーヴァ伯

爵、《後宮からの逃走》ベルモンテ、2019 年東京芸術劇場《ドン・ジョヴァンニ》ドン・

オッターヴィオ、2020 年二期会《メリー・ウィドー》カミーユ、2021 年二期会《こうも

り》アルフレード、22年新国立劇場《椿姫》ガストン子爵等多数出演。コンサート・ソリ

ストとしても、ヘンデル《メサイア》、ハイドン《天地創造》、モーツァルト《レクイエム》、

ロッシーニ《スタバト・マーテル》、ベートーヴェン《第九》等で活躍している。二期会会

員。 
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出演公演 

2023年 3月 25日[土]19:00 東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて  

【第 III部】シュトラウス風・ウィーンのおもてなし：公園で〈博覧会〉を 

 

金子慧一（バス）Keiichi Kaneko 

コントラバスを学んだ後、声楽に転向。東京音楽大学卒業。二期会オペラ研修所第 60期マ

スタークラス修了。修了時に優秀賞受賞。2012年第 7回ウラジオストク国際青少年音楽コ

ンクール声楽部門第 3 位入賞。2017 年二期会《ローエングリン》（準・メルクル指揮）ブ

ラバンドの貴族Ⅳ、2018年二期会ニューウェーブ・オペラ《アルチーナ》（鈴木秀美指揮）

メリッソ、2019年日生劇場《トスカ》シャルローネ、2020年同《ルチア～ある花嫁の悲劇

～》ライモンド、2021年二期会《タンホイザー》ラインマル、同《魔笛》武士Ⅱ、2022年

オーチャードホール《椿姫》（サッシャ・ゲッツェル指揮）グランヴィル医師等出演。また、

新国立劇場では《セビリアの理髪師》ドン・バジリオ、《イオランタ》ルネ王など主要バス

のカヴァーキャストを務める。他にも《カルメン》スニガ、《ラ・ボエーム》コッリーネ等

を演じるなど、次代を担う本格派のバスとして大きな期待が寄せられている。北海道出身。

二期会会員。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

金子美香（メゾ・ソプラノ）Mika Kaneko 

東京音楽大学声楽演奏家コースを首席で卒業、同大学大学院声楽専攻修了。ザルツブルグ

モーツァルテウム音楽院マスタークラス修了。二期会オペラ研修所マスタークラス修了。

修了時に優秀賞受賞。平成 18年度文化庁新進芸術家国内研修員。第 18回奏楽堂日本歌曲

コンクール第 3位入賞。第 15回日仏声楽コンクール第 2位及び日本歌曲賞を受賞。 

2008 年 2 月二期会《ワルキューレ》（飯守泰次郎指揮）グリムゲルデで二期会オペラデビ

ュー。また、同年 9月には新日本フィルハーモニー交響楽団 定期《ばらの騎士》（クリス

ティアン・アルミンク指揮）に出演し好評を博す。以降、二期会ニューウェーブオペラ《ウ

リッセの帰還》主役ペネロペ、二期会《オテロ》エミーリア、同《魔笛》侍女 III、横須

賀芸術劇場《霊媒》ババ、同《泥棒とオールドミス》ミス・トッド等に出演。さらに、日

生劇場《ルサルカ》森の精 3、同《魔笛》侍女 III、新国立劇場でも 2015年《ラインの黄

金》、2016年《ワルキューレ》、2017年《カルメン》等存在感ある美声と高い音楽性で好評

を博した。 

また、ワーグナー作品にも定評があり、東京フィルハーモニー交響楽団オーチャードホー

ル 20周年ワーグナーガラコンサート（飯守泰次郎指揮）、2013年びわ湖ホール・神奈川県

民ホール共同制作《ワルキューレ》シュヴェルトライテ、東京・春・音楽祭においては、

2014 年《ラインの黄金》、2015 年《ワルキューレ》、2017 年《神々の黄昏》に出演。2018

年にはバイロイト音楽祭《ワルキューレ》グリムゲルデ（プラシド・ドミンゴ指揮）に、

バイロイト音楽祭総監督／カタリーナ・ワーグナー氏からの直々のオファーにより出演、
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話題をよんだ。さらに、2019 年新交響楽団（飯守泰次郎指揮）《トリスタンとイゾルデ》

演奏会形式 ブランゲーネ、同年東京・春・音楽祭子どものためのワーグナー《さまよえる

オランダ人》マリー、2020年びわ湖ホールプロデュースオペラ《神々の黄昏》第二のノル

ン、2021年新国立劇場《ワルキューレ》グリムゲルデ、同年『ニーベルングの指環』ハイ

ライト特別演奏会～飯守泰次郎 傘寿記念～等立て続けに出演。21 年には新国立劇場・び

わ湖ホール《カルメン》（大野和士指揮 東京都交響楽団／新制作）メルセデス、新国立劇

場《さまよえるオランダ人》マリー、22年東京・春・音楽祭子どものためのワーグナー《ロ

ーエングリン》オルトルート、同年新国立劇場シーズンオープニング公演新制作《ジュリ

オ・チェーザレ》セスト等出演し好評を博した。 

コンサートでも全国各地のオーケストラと共演、ヘンデル《メサイア》、モーツァルト《レ

クイエム》、ベートーヴェン《合唱幻想曲》《第九》、メンデルスゾーン《エリア》、ヴェル

ディ《レクイエム》等のソリストを務める。東京・春・音楽祭では、2021年 4月、故シュ

テファン・ショルテス指揮モーツァルト「レクイエム」での演奏が記憶に新しい。第 56回

NHK ニューイヤーオペラコンサートに出演。平成 24 年度山口県芸術文化振興奨励賞受賞。

二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

2023年 3月 29日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 ボフスラフ・マルティヌー 

 

上村文乃（チェロ／バロック・チェロ）Ayano Kamimura 

6歳よりチェロをはじめる。 

桐朋女子高等学校（音楽科）卒業後、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース、ハン

ブルク音楽演劇大学、バーゼル音楽院、スコラカントゥルムバーゼル(古楽科)にて学び 7

年間の留学を終え 2020年に帰国。 

第 5回東京音楽コンクール弦楽部門第 2位。第 4回ルーマニア国際音楽コンクール弦楽器

部門第 1位およびルーマニア大使館賞受賞。第 80回日本音楽コンクール第 2位。第 65回

全日本学生音楽コンクール大学の部第 1位および日本放送協会賞受賞。イタリアトレヴィ

ーゾ国際音楽コンクールにて優勝。2022 年に第 23 回ホテルオークラ音楽賞受賞。第 2 回

インディアナポリス国際バロックコンクール優勝。 

ヤマハ音楽振興会、ジェスク音楽振興会、明治安田クオリティオブライフ海外音楽研修生

助成、ロームミュージックファンデーション、文化庁新進芸術家海外研修制度より奨学金

を授与される。 

これまでに東京フィルハーモニー交響楽団（小林研一郎）、読売日本交響楽団（下野竜也）、

名古屋フィルハーモニー交響楽団（大友直人）、京都市交響楽団(鈴木優人)、ワロニー王立

室内管弦楽団（フランク・ブラレイ）、バーゼル交響楽団（クリストフ・ゲトショルド）等

と共演。深澤亮子氏、徳永二男氏、樫本大進氏等の世界的な演奏家と室内楽を共演。また、

霧島国際音楽祭、宮崎国際音楽祭、北九州国際音楽祭、東京・春・音楽祭、仙台クラシッ

クフェスティバル、ル・ポン国際音楽祭、アスペン音楽祭（アメリカ）、ピアティゴルスキ

ーチェロフェスティバル（アメリカ）、チェロビエンナーレアムステルダム(オランダ)、モ
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ニゲッティ＆フレンズ（スイス）等に出演。TV 朝日「題名のない音楽会」、NHK-FM「クラ

シックサロン」、NHK-Eテレ「おんがくのおもちゃばこ」等に出演。 

チェロを熊澤雅樹、井上雅代、毛利伯郎、堤 剛、アルト・ノラス、イヴァン・モニゲッテ

ィ、ソル・ガベッタの各氏に、室内楽を原田幸一郎、徳永二男、クァルテット・エクセル

シオの各氏に、古楽奏法をクリストフ・コワン氏に師事。 

サントリーホール室内楽アカデミー第 1期生。古楽アンサンブル「ムジカ・アミチ」創立

者。 

トリパルティ・トリオ（Vn米元響子、Pf菊池洋子）やバッハ・コレギウム・ジャパンのメ

ンバーとしても活躍中。オーケストラとの共演や国内外での室内楽での演奏も高く評価さ

れている。モダンチェロの演奏にとどまらず、ピリオド楽器を用いた歴史的演奏法にも取

り組み、双方において第一線で活躍の場を広げる稀有なチェリストである。 

https://www.ayano-kamimura.com 

 

出演公演 

2023年 3月 24日[金]19:00東京文化会館 小ホール 

福川伸陽（ホルン）＆古楽の仲間たち 

2023年 4月 4日[火]19:00東京国立博物館 法隆寺宝物館エントランスホール 

ミュージアム・コンサート  東博でバッハ vol.63 上村文乃（チェロ） 

 

河井勇人（ヴァイオリン）Eugene Kawai 

東京藝術大学 SSP（飛び入学）3年在籍 2020年度宗次德二特待奨学生 

2002年東京生まれ 

2013 年第 67 回全日本学生音楽コンクールヴァイオリン部門小学校の部東京大会第 1位、

全国大会第 1 位、横浜市民賞（聴衆賞）、兎束賞、東儀賞受賞。2015 年第 13 回リピンス

キ・ヴィエニアフスキ国際ヴァイオリンコンクールジ ュニア部門第 1 位（ポーランド）。 

同年第 16回シェルクンチク国際テレビコンテストヴァイオリン部門銀賞（ロシア） 

2017 年若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクール第 10 回記念大会ヴァイオリ

ン部門第 1位（カザフスタン）。同年、米国の主要クラシック音楽専門サイト The Violin 

Channelの Rising Starに抜擢・特集される。2021年第 2回ヴィクトル・トレチャコフ国

際ヴァイオリンコンクール第 1位（ロシア）。 

現在堀 正文・玉井菜採・V.トレチャコフ各氏に師事している。  

使用楽器は一般財団法人 ITOH より貸与されているアントニオ・ストラディヴ ァリウス

「Lyall」（クレモナ 1702年製）。 

国内外で多数の演奏会に出演してきた。ソリストとして、モスクワ・フィルハーモニー管

弦楽団、ロシア・ナショナル管弦楽団、プレジデンシャル交響楽団、東京交響楽団、中国

四川交響楽団等のオーケストラと共演。また、「Ideal au Potager du Roi」「International 

Tchaikovsky Festival」「Moscow Meets Friends」等の国際音楽祭でリサイタルを重ねて

いる。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

  

https://www.ayano-kamimura.com/
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川口成彦（フォルテピアノ／タンゲンテンフリューゲル）Naruhiko Kawaguchi 

1989年に岩手県盛岡市で生まれ、横浜で育つ。第 1回ショパン国際ピリオド楽器コンクー

ル第 2位、ブルージュ国際古楽コンクール最高位。フィレンツェ五月音楽祭や「ショパン

と彼のヨーロッパ」音楽祭（ワルシャワ）をはじめとした音楽祭にも出演。協奏曲では 18

世紀オーケストラ、{oh!} Orkiestra Historyczna などと共演。2018年にはロイヤル・コ

ンセルトヘボウ管弦楽団のメンバーと共に室内楽形式によるピアノ協奏曲のリサイタル

をオランダにて開催。東京藝術大学／アムステルダム音楽院の古楽科修士課程修了。フォ

ルテピアノを小倉貴久子、リチャード・エガーの各氏に師事。第 46回日本ショパン協会賞

受賞。第 31 回日本製鉄音楽賞フレッシュアーティスト賞受賞。CD は『ゴヤの生きたスペ

インより』(MUSIS,レコード芸術／朝日新聞特選盤)などを発表している。 

 

出演公演 

2023年 3月 24日[金]19:00東京文化会館 小ホール 

福川伸陽（ホルン）＆古楽の仲間たち 

2023年 4月 3日[月]19:00東京国立博物館 法隆寺宝物館エントランスホール 

ミュージアム・コンサート  東博でバッハ vol.62 川口成彦（フォルテピアノ） 

 

川田知子（ヴァイオリン）Tomoko Kawada 

東京藝術大学を首席で卒業。1991年第 5回シュポア国際コンクール優勝。ソリスト、コン

サートミストレス、室内楽や後進の指導など多方面で活躍。第 33 回エクソンモービル音

楽賞、洋楽部門奨励賞受賞。平成 15年度国際交流基金派遣事業でトルコ、エジプトでリサ

イタルを行い、2007年にはイェヌー・ヤンドゥー（ピアノ）とブダペストでデュオ演奏会

を行う。チェンバロの中野振一郎他、様々な器楽奏者と共演。マイスター・ミュージック

より CDを 10枚リリース。2017年 7月にバッハの無伴奏ヴァイオリンソナタとパルティー

タの新譜が発売された。2019年、バッハ無伴奏全曲演奏会を行い、絶賛された。宮崎国際

音楽祭には毎年参加し、ピンカス・ズーカーマンと室内楽で共演。洗足学園音楽大学講師。 

 

出演公演 

2023年 4月 2日[日]14:00東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ 

20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 

 

川本嘉子（ヴィオラ）Yoshiko Kawamoto 

3 歳よりヴァイオリンを始める。桐朋学園子供のための音楽教室、桐朋女子高等学校音楽

科を経て同大学を卒業。これまでに、ヴァイオリンを江藤俊哉、鈴木愛子、室内楽を末吉

保雄、原田幸一郎の各氏に師事。 

1991年、東京都交響楽団への入団をきっかけにヴィオラに転向。1999年より 2002年退団

まで首席奏者を務めた。アメリカのタングルウッド音楽祭、マールボロ音楽祭、スイスの

ダボス音楽祭などのほか、サイトウ・キネン・オーケストラ、水戸室内管弦楽団、アルゲ

リッチ音楽祭等にも定期的に参加し、マルタ・アルゲリッチやユーリ・バシュメットなど

世界一流のソリスト達と共演し絶賛を博している。ソリストとしては、これまでにガリー・
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ベルティーニ、ジャン・フルネ、ペーター・マークなどの著名な指揮者と共演。 

CDは『J.S.バッハ：ヴィオラ・ダ・ガンバとチェロのためのソナタ』『シャコンヌ 無伴奏

ヴィオラ作品集』等をリリース。 

1989 年東京国際音楽コンクール室内楽部門優勝(イグレック・クァルテット)。1992 年ジ

ュネーヴ国際音楽コンクール・ヴィオラ部門で最高位（1位なしの 2位）、1996年村松賞、

1997 年第 7 回新日鉄音楽賞・フレッシュアーティスト賞、2015 年東燃ゼネラル音楽賞・

奨励賞の各賞を受賞。 

2017 年より 2021 年 3 月まで NHK交響楽団の首席客演奏者を務めた。京都アルティ弦楽四

重奏団、AOI・レジデンス・クヮルテットのメンバーとしても活躍。 

小澤音楽塾、愛知室内オーケストラでは弦楽器アドヴァイザーとして、後進の育成にも積

極的に力を注いでいる。 

類稀なる表現力とテクニックで聴衆を魅了し、日本を代表するヴィオラ奏者の一人として

常に第一線で活躍している。 

 

出演公演 

2023年 3月 30日[木]14:00東京文化会館 小ホール 

前橋汀子カルテット 

2023年 4月 5日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

ブラームスの室内楽 Ⅹ 

 

神田寛明（フルート）Hiroaki Kanda 

NHK交響楽団首席奏者・桐朋学園大学教授 

1991 年第 5 回日本フルートコンベンションコンクールおよび第 8 回日本管打楽器コンク

ールにおいて第 1位。1992年ソウルにおいて A.ジョリヴェのフルート協奏曲を韓国初演。

1993 年東京藝術大学卒業。1995 年より 1年間ウィーン国立音楽大学に留学。2007 年東京

藝術大学大学院修了。安宅賞受賞。 

赤星恵一、金昌国、細川順三、ヴォルフガング・シュルツ、ハンスゲオルグ・シュマイザ

ーの各氏に師事。THE FLUTE QUARTETのメンバー。大阪芸術大学客員教授、東京藝術大学

講師としても教育活動にたずさわる。神戸や北京ニコレなどの国際コンクール、日本音楽、

日本管打楽器、日本木管、東京音楽、三田ユネスコ、仙台フルート、全日本学生などのコ

ンクールにおいて審査員を務める。アジア・フルート連盟東京常任理事。日本フルート協

会特任理事。 

これまでに『APPASSIONATA』『モーツァルト・オペラデュオ』など多くの CD をリリース。

2018 年に音楽之友社より『上達の基本 フルート』を発表。四重奏を中心に二重奏から大

編成のものまで 60タイトル以上のフルートアンサンブル作品を編曲・出版している。 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00東京国立博物館 法隆寺宝物館エントランスホール 

ミュージアム・コンサート 

東博でバッハ vol.64 神田寛明（フルート）＆小倉貴久子（チェンバロ） 
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木越 洋（チェロ）Yo Kigoshi 

桐朋学園大学ディプロマ・コース修了。新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者を経て、

NHK 交響楽団入団。首席奏者を 2013 年 6月まで 33年間務める。現在はソリスト、室内楽

奏者として活動。2021 年 1 月『J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲』の CD をリリース。桐朋

学園大学講師、洗足学園大学客員教授。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

岸本萌乃加（ヴァイオリン）Honoka Kishimoto 

倉敷市出身。東京藝術大学音楽学部附属音楽高校を経て、東京藝術大学を首席で卒業する

とともに、アカンサス音楽賞及び三菱地所賞受賞。また東京藝術大学大学院修士課程修了

時に大学院アカンサス音楽賞受賞。 

「佐渡裕とスーパーキッズオーケストラ」メンバーに選抜され第 2 期、3 期に参加。全日

本学生音楽コンクール バイオリン部門大阪大会第 1 位。日本クラシック音楽コンクール 

第 1 位グランプリ。宗次エンジェルヴァイオリンコンクール 第 3 位及び聴衆賞。東京音

楽コンクール第 1 位。第 86 回日本音楽コンクール第 3 位。宗次弦楽四重奏コンクールに

HONO Quartetで出場し第 3位及びハイドン賞。秋吉台音楽コンクール弦楽四重奏部門第 1

位。 

プラハやニュージーランドへ招聘されリサイタルを開催。円光寺雅彦、梅田敏明、宮本文

昭、山下一史、高関健各氏とともに、各地オーケストラ、藝大フィルハーモニア管弦楽団、

新日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、東京都交響楽団、日

本フィルハーモニー交響楽団などとコンチェルトを多数協演。2021年 5月より読売日本交

響楽団の次席第 1ヴァイオリン奏者に就任。 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 I 〜ウィーン万国博覧会とヨーロッパ 

上野公園 開園 150年に寄せて 

 

北田千尋（ヴァイオリン）Chihiro Kitada 

第 7 回仙台国際音楽コンクール第 4 位。第 65 回全日本学生音楽コンクール中学生の部全

国大会第 1位。 

いしかわミュージックアカデミーIMA奨励賞、ミュージックアカデミーinみやざき優秀賞、

霧島国際音楽祭賞受賞。東京・春・音楽祭、宮崎国際音楽祭、霧島国際音楽祭、別府アル

ゲリッチ音楽祭等に出演。これまでに、日本フィルハーモニー交響楽団、仙台フィルハー

モニー管弦楽団、東京交響楽団、桐朋学園オーケストラと共演。 

カルテット・アマービレのメンバーとしても活動し、第 65 回 ARD ミュンヘン国際音楽コ

ンクール弦楽四重奏部門第 3位、特別賞。2019年ニューヨークで行われたヤング・コンサ

ート・アーティスツ国際オーディション第 1位。 

桐朋学園大学音楽学部を卒業、同大学院修士課程修了。 
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これまでに川本義幸、小室瑛子、村上直子、篠﨑功子の各氏に師事。現在、ブリュッセル

王立音楽院にて堀米ゆず子氏に師事。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

北端祥人（ピアノ）Yoshito Kitabata 

大阪府出身。2016 年、第 6回仙台国際音楽コンクール第 3位のほか、第 21 回宝塚ベガ音

楽コンクール第 2位（2009年）、日本ショパンピアノコンクール第 3位（2010年）、第 7回

神戸芸術センター記念ピアノコンクール第 1 位（2015 年）、リヨン国際ピアノコンクール

セミファイナリストディプロマ（2015 年）など、これまでに数多くの賞を受賞している。

2018年、第 9回リスト国際ピアノコンクール（ドイツ・ワイマール／バイロイト）におい

ては、ドビュッシー作品の最も優れた解釈に対する特別賞を受賞した。 

京都市立芸術大学、同大学院を首席で修了後渡独し、ベルリン芸術大学修士課程ソリスト

科、および同大学室内楽科を修了。ソリストとしてリサイタルに加え、東京フィルハーモ

ニー交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団等と共演、室内楽奏者としても多くの音楽

家から絶大な信頼を寄せられている。また、守重結加と組んだ Ypsilon Piano Duoでも積

極的に活動中。 

これまでに佐々木弘美、大川恵未、椋木裕子、上野 真、マルクス・グローの各氏に師事。

東京音楽大学、東京藝術大学附属音楽高等学校の非常勤講師として、後進の指導にあたっ

ている。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]14:00東京都美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「エゴン・シーレ展」記念コンサート vol.2 秋本悠希（メゾ・ソプラノ） 

 

北見春菜（ヴァイオリン）Haruna Kitami 

桐朋学園大学音楽学部卒業、同大学研究生及び桐朋オーケストラ・アカデミー研修課程修

了。小澤征爾音楽塾「オーケストラ・プロジェクトⅠ」「オペラ・プロジェクトⅩ」参加。

セイジ・オザワ 松本フェスティバル「子どものための音楽会」「青少年のためのオペラ」

「20周年記念スペシャル・コンサート」出演。NPO法人トリトン・アーツ・ネットワーク

「2012 年度室内楽アウトリーチセミナー」受講、第一生命ホールロビーコンサート出演。

サントリーホール室内楽アカデミー第 1 期生、第 2 期生修了、サントリーホール チェン

バーミュージック・ガーデン出演。横浜市栄区民文化センターリリス・レジデンス・アー

ティスト。弦楽四重奏団「クァルテット・エクセルシオ」第 2ヴァイオリン奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

【第 III部】シュトラウス風・ウィーンのおもてなし：公園で〈博覧会〉を 
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城戸かれん（ヴァイオリン）Karen Kido 

幼少期より、全日本学生音楽コンクール全国第 1位、ミケランジェロ・アバド国際ヴァイ

オリンコンクール第 1位、ジョルジュ・エネスコ国際コンクールにて特別賞を受賞するな

ど、国内外のコンクールで入賞。 

2010 年、若手演奏家の登竜門である第 79 回日本音楽コンクールにて第 2 位を受賞すると

ともに本格的に演奏活動を開始。 

2016年にはデンマークにて開催されたカール・ニールセン国際ヴァイオリンコンクールに

おいて第 4位に入賞した。 

2017年、東京藝術大学を首席で卒業、併せて学内にて様々な賞を受賞したのち、同大学院

音楽研究科修士課程に進学、2020年に修了。 

これまでに原田幸一郎、漆原朝子、堀正文の各氏のもとで学び、R.パスキエ、D.カン、徳

永二男の各氏より多くの薫陶を受けた。 

現在はソロを中心に幅広い分野で活動するほか、異分野とのコラボレーションや自身の主

宰する「ふえる。」にてオリジナリティ溢れる企画を開催。ソリストとして日本フィルハー

モニー交響楽団、バーデン=バーデン・フィルハーモニー管弦楽団、東京都交響楽団、藝大

フィルハーモニア管弦楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団との共演するほか、

宮崎国際音楽祭、東京・春・音楽祭、Chanel Pygmalion Daysなどへの出演を重ねている。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

城所素雅（ヴァイオリン）Soga Kidokoro 

大阪国際音楽コンクール・ソロ、デュオ部門共、横浜国際音楽コンクール、日本クラシッ

ク音楽コンクール、かながわ音楽コンクール、鎌倉学生音楽コンクール等 1位または最高

位、全日本学生音楽コンクール東京大会 2位他数多くのコンクールに入賞。桐朋学園高校・

大学の成績優秀者のためのコンサートに出演。Joy of Chamber Music にて堤 剛氏、田崎

悦子氏と共演。Ensemble Free Japan コンサートマスター。仙台フィルハーモニー管弦楽

団等客演コンサートマスター、千葉交響楽団客演首席を行う。東京春祭チェンバー・オー

ケストラ出演。迎賓館赤坂離宮にてコンサートを行う。 

加藤知子氏、堀 正文氏に師事。桐朋学園大学大学院修了修士課程修了（第 1期）。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 
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木下紀章（テノール）Noriaki Kinoshita 

京都市立芸術大学卒業、同大学院修了。2004年よりオーストリア・ウィーンへ留学。ウィ

ーン国立音楽大学ポストグラデュエート声楽科で研鑽を積む。ウィーン留学中には、ウィ

ーン郊外にあるヒンベルク教会とマリアランツェンドルフ教会、クロスターノイブルク教

会のミサソリストを務め、数多くのコンサートに出演。 

7年間の留学を終え、帰国した 2011年には、舞台芸術共同制作公演《椿姫》アルフレード

のカヴァーキャストを務め、新潟公演において急病代役で鮮烈なオペラデビューを果たす。

その後、2013年 4月東京・春・音楽祭においてワーグナー《ニュルンベルクのマイスター

ジンガー》フォーゲルゲザング、2014年 2月ドイツ・フランクフルト歌劇場との提携公演 

東京二期会オペラ劇場ヴェルディ《ドン・カルロ》レルマ伯爵、2014年 3月小澤征爾音楽

塾ではモーツァルト《フィガロの結婚》クルツィオで特別演奏会に出演。 

その他にも《こうもり》アイゼンシュタイン、《カルメン》ドン・ホセ、《コジ・ファン・

トゥッテ》フェランド、《ドン・ジョヴァンニ》ドン・オッターヴィオ、《フィガロの結婚》

バジリオなどに出演。 

また、ベートーヴェン《第九》をはじめ、モーツァルト、シューベルト、ハイドンなどの

宗教曲においてもコンサートソリストとして出演している。日本各地で数多くのコンサー

ト出演を重ね、ビロードのような美しい声を持つテノールとして定評があり、今後ますま

すの活躍を期待されている。 

今回の東京・春・音楽祭は 2013 年に続き、10 年ぶり 2 度目のフォーゲルゲザング役とし

て出演。京都市立芸術大学音楽研究科後期博士課程在学中。福岡県出身。二期会会員。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

木村麻耶（箏）Maya Kimura 

北海道出身。3 歳より橋本はるみ氏に師事。桐朋学園芸術短期大学在学中に野坂惠子氏に

師事。 

第 17 回賢順記念くるめ全国箏曲祭にて賢順賞（第 1 位）受賞等、幼少より数々のコンク

ールで優勝、入賞する。 

これまで北海道新聞社賞、釧路奨励教育長賞、平成 24年度別海町文化奨励賞、第 14回佐

治敬三賞を受賞。 

現代音楽フェスティバル MaerzMusik より招請されベルリンにて演奏等、チェコ、ハンガ

リー、ウラジオストク、メキシコ、中国、スペイン等にて国際公演やレクチャーのほか、

フェスティバルでの審査員を務める。 

財団法人での事業、学校にて公開講座、アウトリーチやコンサートも行い、様々な作曲家

の委嘱初演も数多く行っている。 

伊福部昭氏、「この音とまれ！」アニメ等の録音など、CDレコーディングや TV出演、NHK-

FMラジオ等にも多数参加している。 

「伊福部昭二十五絃箏曲集」(音楽之友社レコード芸術誌特選盤に選出) 

アニメ「この音とまれ！時瀬高等学校箏曲部」（第 72 回文化庁芸術祭賞のレコード部門、

優秀賞受賞／第 32回日本ゴールドディスク大賞純邦楽・アルバム・オブ・ザ・イヤー 受

賞）石井智子スペイン舞踊生活 40 周年記念公演「ちはやふる-大地の歌-」（平成 29 年度
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文化庁芸術祭舞踊部門大賞受賞）にて 4plusが音楽を担当 

文化庁、公益財団法人東京都歴史文化財団、東京芸術劇場主催“Born Creative”Festival

（ボンクリ・フェス）2020、2021出演。 

箏さとわ会会員、宮城会会員。紡ぐ糸メンバー。埼玉県立久喜高等学校箏曲部講師。 

http://kimuramaya.com/ 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]19:00上野の森美術館 展示室 

ミュージアム・コンサート  LEO（箏）～現代美術と音楽が出会うとき 

 

工藤翔陽（テノール）Shoyo Kudo 

鹿児島県出身。昭和音楽大学卒業。同大学院修了。第 11 回昭和音楽大学学長賞声楽コン

クールで優秀賞（第 1 位）。文化庁委託事業「平成 26 年度 次代の文化を創造する新進芸

術家育成事業」披露演奏会出演。2018年文化庁大学における文化芸術推進事業日中韓新進

歌手交流オペラプロジェクト《ファルスタッフ》フェントンを始め日生劇場主催公

演 NISSAY OPERA 2019《トスカ》スポレッタで出演。藤原歌劇団には 2021年歌劇《ジャ

ンニ・スキッキ》ゲラルドでデビュー。その後新国立劇場にて開催された歌劇《清教徒》

ブルーノ、藤原歌劇団主催公演《イル・トロヴァトーレ》ルイス役で出演。これまでに《愛

の妙薬》ネモリーノ、《椿姫》アルフレード、《道化師》ペッペ、《コジ・ファン・トゥッテ》

フェランド、《ラ・ボエーム》ロドルフォ等がある。その他《交響曲第 9 番》や《メサイ

ア》等の宗教曲のソリストも務める。藤原歌劇団準団員。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

倉冨亮太（ヴァイオリン）Ryota Kuratomi 

東京藝術大学音楽学部弦楽科を首席で卒業。在学中に安宅賞等受賞。同大学修士課程修了。

シゲティ国際コンクール入賞。リピッツァー国際コンクール第 2位(最高位)、特別賞受賞。

公益財団法人ロームミュージックファンデーション 2016 年度奨学生。これまでに千田成

子、清水高師、篠崎史紀各氏に師事。日本大学管弦楽団、東京ジュニアオーケストラソサ

エティ講師。現在、NHK交響楽団次席ヴァイオリン奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 29日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 ボフスラフ・マルティヌー 

  

http://kimuramaya.com/
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栗林衣李（ヴィオラ）Eri Kuribayashi 

1997 年生まれ。第 14 回チェコ音楽コンクール第 2 位。第 3 回彩の国ストリングコンペテ

ィション最優秀賞。第 22回 KOBE国際音楽コンクール優秀賞。第 6回刈谷国際音楽コンク

ール優秀賞および審査員特別賞。市川市文化振興財団第 32 回新人演奏家コンクール優秀

賞。第 11 回秋吉台音楽コンクール第 1 位。これまでにヴァイオリンを玉井菜採、植村太

郎、吉村知子の各氏に師事、現在ヴィオラを市坪俊彦、佐々木亮の各氏に師事。東京藝術

大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、同大学を卒業。現在同大学大学院修士課程に在籍

中。2021、2022 年度宗次エンジェル基金奨学生。2022 年度紀尾井ホール管弦楽団シーズ

ンメンバー。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

黒岩航紀（ピアノ）Koki Kuroiwa 

東京藝術大学首席卒業。同大学大学院修士課程修了の後、リスト音楽院にて研鑽を積む。

第 84回日本音楽コンクール第 1位。第 11回東京音楽コンクール第 1位及び聴衆賞。KIPA

国際ピアノコンクール 2019第 1位。第 13回ヘイスティングス国際ピアノコンチェルトコ

ンペティション第 4位及びオーケストラプライズ。インムジカローマ国際ピアノコンクー

ル 2018 第 3 位。第 27 回青山音楽賞新人賞。第 14 回宇都宮エスペール賞。2017 年にロシ

ア・サンクトペテルブルクより招聘されての演奏が高く評価され、音楽監督セルゲイ・ロ

ルドゥギン氏に絶賛される。バッハからコンテンポラリーまでレパートリーも広く、2019

年東京オペラシティリサイタルシリーズ「B→C」出演。NHK-FM「ベスト・オブ・クラシッ

ク」「リサイタル・ノヴァ」「リサイタル・パッシオ」多数出演。これまでに、東京フィル

ハーモニー交響楽団、東京交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハー

モニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、セントラル愛知交響楽団、

ロイヤルフィルハーモニックオーケストラ、ローマトレオーケストラ、サンクトペテルブ

ルク国立アカデミーオーケストラ等と共演。現在はソロ、オーケストラ共演に加え、荒川

文吉氏（Ob）、齋藤志野氏（Fl）との「Trio Explosion」を始め、室内楽やアンサンブルピ

アニストとしても活躍している。芹沢直美、秦 はるひ、江口 玲、ファルヴァイ・シャー

ンドル各氏に師事。 

1st CD『sailing day』に続く 2019年 2nd CD『展覧会の絵』はレコード芸術特選盤に選定

される。公益社団法人日本演奏連盟会員。東京藝術大学ピアノ科、甲斐清和高校音楽科非

常勤講師。CJM神宮の杜音楽院講師。https://www.kokikuroiwa.com 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]19:00 東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて  

【第 II部】公園に流れるワーグナーのオペラ：庭園から〈公園〉へ 

【第 III部】シュトラウス風・ウィーンのおもてなし：公園で〈博覧会〉を 

 

https://www.kokikuroiwa.com/
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アミハイ・グロス(ヴィオラ) Amihai Grosz 

1979年イスラエルのエルサレムに生まれ、5歳からヴァイオリンを学び、11歳でヴィオラ

に転向した。エルサレムでデイヴィッド・チェンの指導を受け、後にフランクフルトとベ

ルリンでタベア・ツィンマーマンに師事。またエルサレムでは彼の音楽的形成に影響を及

ぼしたハイム・タウブにも師事した。 

93～99年、アメリカ＝イスラエル文化財団の奨学金によって、エルサレム音楽センターの

「ヤング・ミュージシャンズ・グループ」のメンバーとなり、優れた若い音楽家のための

プログラムに参加した。この活動で彼は、若くしてアイザック・スターンやグァルネリ弦

楽四重奏団といった著名な演奏家と共演する機会を得た。96年の初め、エルサレム・ヘブ

ライ大学のブラウン・ロジャー・シーゲル・コンクールで第 1位を受賞。2007年、イスラ

エルで最も有名なコンクールであるアビブ・コンクール（ドイツでのミュンヘン国際音楽

コンクールに匹敵する）にて、栄誉あるゴッテスマン賞のヴィオラ部門を受賞した。 

彼が子供の頃に自ら手にした楽器であるヴィオラの魅力は、その楽器自体のアンビバレン

トな性質にある。彼によれば、その音色は人間の声に最も近いが、時にヴァイオリンのよ

うでもあり、また時にはチェロのように聴こえることもある。つまり、その音質が定義し

きれない。彼の音楽的な背景は、この「定義されない」という側面と呼応している。イス

ラエルにはこの側面を教える学校が一つもない代わりに、若い音楽家たちは地中海沿岸特

有の影響やロシア・ドイツの伝統によって才能を形づくられ、新しいものを発見しようと

する好奇心が絶えず育まれる。 

アミハイ・グロスにとって、室内楽は活動の基礎である。1995年、エルサレム音楽センタ

ーの大学オーケストラにおける各パート首席を集めてエルサレム弦楽四重奏団を創設。今

日、最も注目すべき若手の四重奏団の一つとなった。そもそもの初めから 4 人の奏者は、

個々のキャラクターを表現する言語を見つけるため、独特のサウンドを創り出すことを目

指していた。ボルレッティ＝ブイトーニ財団賞を早くから受賞し、アイザック・スターン、

ラサール弦楽四重奏団、エマーソン弦楽四重奏団等のマスタークラスや、フランク・ペー

ター・ツィンマーマンによって、その核となる音楽的な刺激を得たのである。また、この

四重奏団は、毎年イスラエル出身の作曲家に作品を委嘱している。そしてこれまでに世界

の主要なホールでコンサートを行なっており、チューリッヒのトーンハレ、ロンドンのウ

ィグモア・ホール、クイーン・エリザベス・ホール、アムステルダムのコンセルトヘボウ、

シドニーのオペラハウス等が挙げられる。ハルモニア・ムンディと専属契約をしており、

多くの録音が、BBCミュージック・マガジン室内楽賞や、エコー・クラシック賞 2009とい

った、国際的な賞を受賞している。 

アミハイ・グロスは、ソロでも、室内楽のプロジェクトでも活動しており、これまでにイ

ェフィム・ブロンフマン、エマニュエル・パユ、内田光子、オレグ・マイセンベルク、ジ

ャニーヌ・ヤンセン、ジュリアン・ラクリン、ダヴィド・ゲリンガス等と共演した。また、

世界中のコンサートや音楽祭に出演しており、エルサレム国際室内楽フェスティバル、デ

ルフト音楽祭、サロン・ド・プロヴァンス国際音楽祭、ヴェルビエ音楽祭、BBCプロムス、

ローランツエック駅内、ユトレヒト国際室内楽音楽祭、スペクトラム・コンサーツ・ベル

リン、ウエスト・コーク室内楽音楽祭等が挙げられる。 

プロとして 10 年間活動した後、2010 年からアミハイ・グロスはまた新たなスタートを切

った。10／11年シーズンより、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の第 1ソロ・ヴィオ

ラ奏者を務め、近年は同管弦楽団で様々なプロジェクトに出演している。加えて、ソリス

トとしてのキャリアにもより時間をかけるようになり、これまでに、ダニエル・バレンボ

イム率いるウェスト＝イースタン・ディヴァン管弦楽団、エルサレム交響楽団といった、

国際的に著名なオーケストラと共演している。来たるシーズンは、バレンシア・オペラハ

ウス、アムステルダムのコンセルトヘボウ、メガロン・アテネ・コンサートホールへの出
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演、イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団との共演を控えている。使用楽器はガスパロ・

ダ・サロ（1570年製）のヴィオラで、個人の所有者より終身貸与されている。 

 

出演公演 

2023年 3月 18日[土]16:00東京文化会館 小ホール 

ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽 

 

クロノス・クァルテット（弦楽四重奏）Kronos Quartet 

サンフランシスコのクロノス・クァルテット――デイヴィッド・ハリントン（ヴァイオリ

ン）、ジョン・シャーバ（ヴァイオリン）、ハンク・ダット（ヴィオラ）、サニー・ヤン（チ

ェロ）――は、50年近くにわたり、弦楽四重奏で何が体験できるかを考え続けてきた。現

代において最も知名度と影響力を持つアンサンブルの一つとして、世界中で数千回に及ぶ

コンサートを行ない、70以上の録音をリリースし、世界で最も洗練された多くの作曲家や

演奏家と様々なジャンルを跨いだコラボレーションをしている。また、非営利団体「クロ

ノス・パフォーミング・アーツ・アソシエーション」（KPAA）を通じて、弦楽四重奏のため

に 1000 以上の作品や編曲を委嘱しており、ポーラー音楽賞、エイヴリー・フィッシャー

賞、エディソン・クラシック作品賞等、40以上の賞を受賞している。 

クロノスの活動になくてはならないのは、何百人もの世界中の作曲家との、一連の長期に

わたる委嘱コラボレーションである。その作曲家には、テリー・ライリー、アレクサンド

ラ･ヴレバロフ、ターニャ・タガック、フィリップ・グラス、インティ・フィギス＝ヴィス

エタ、フォデ・ラッサナ・ディアバテ、スティーヴ・ライヒ等が挙げられる。これまでで

最も野心的な委嘱による労作は、近年 KPAAが完成させた『未来のための 50曲：ザ・クロ

ノス・ラーニング・レパートリー』であり、この取り組みを通じて、世界中の作曲家に委

嘱した弦楽四重奏の新作 50曲を、オンラインで無料公開している。 

録音では、ウー・マン、ザキール・フセイン、アシャ・ボスレ、マーサ・ヴァーダット、

ナイン・インチ・ネイルズ等、ライブ演奏では、ポール・マッカートニー、アレン・ギン

ズバーグ、ロキア・トラオレ、デヴィッド・ボウイ、リアノン・ギデンズ、カエターノ・

ヴェローゾ、ザ・ナショナル等、多くのアーティストと共演している。 

毎年数ヵ月間はツアーに出ており、ニューヨークのカーネギー・ホール、メキシコシティ

のベジャス・アルテス宮殿、ロンドンのバービカン・センター、アムステルダムのムジー

クヘボウ、上海コンサート・ホール、東京のサントリーホール、シドニー・オペラハウス

等、世界の名高い会場に出演している。 

ノンサッチからリリースされている膨大なディスコグラフィーには、グラミー賞を受賞し

た 3枚のアルバム――テリー・ライリーの『サン・リングズ』（2019）、ローリー・アンダ

ーソンとの『ランドフォール』（2018）、アルバン・ベルクの『抒情組曲』（2003）――の他

にも、評価の高い録音が多数あるが、直近のリリースとしては、ジョナサン・バーガーと

ハリエット・スコット・チェスマンによるオペラ《ミ・ライ》（2022）がある。クロノスの

作品は多くの映画にも頻繁にフィーチャーされており、なかでもサム・グリーンとジョー・

ビニの脚本・監督によるライブ・ドキュメンタリー『千々に乱れて』は、2018年のサンダ

ンス映画祭で初公開された。 

サンフランシスコを拠点として、非営利団体 KPAA のスタッフがクロノスの活動をあらゆ

る面で管理しており、それは委嘱活動から、コンサート・ツアー、地方公演、レコーディ

ング、教育プログラム、サンフランシスコで毎年恒例のクロノス・フェスティバル等にま

で及ぶ。 
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郷古 廉（ヴァイオリン）Sunao Goko 

2013年 8月ティボール・ヴァルガ・シオン国際ヴァイオリン・コンクール優勝ならびに聴

衆賞・現代曲賞を受賞。現在、国内外で最も注目されている若手ヴァイオリニストのひと

りである。 

1993年生まれ。宮城県多賀城市出身。2007年 12月のデビュー以来、各地のオーケストラ

と共演。共演指揮者にはゲルハルト・ボッセ、フランソワ＝グザヴィエ・ロト、秋山和慶、

井上道義、川瀬賢太郎各氏などがいる。セイジ・オザワ松本フェスティバル、東京・春・

音楽祭などにも招かれている。また 2017 年より 3 年かけてベートーヴェンのヴァイオリ

ン・ソナタ全曲を演奏するシリーズにも取り組んだ。 

これまでに勅使河原真実、ゲルハルト・ボッセ、辰巳明子、パヴェル・ヴェルニコフの各

氏に師事。国内外の音楽祭でジャン・ジャック・カントロフ、アナ・チュマチェンコの各

氏のマスタークラスを受ける。 

使用楽器は 1682 年製アントニオ・ストラディヴァリ（Banat）。個人の所有者の厚意によ

り貸与される。2019年第 29回出光音楽賞受賞。 

2022年 4月、NHK交響楽団ゲスト・アシスタント・コンサートマスターに就任。 

 

出演公演 

2023年 4月 11日[火]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭〈Geist und Kunst〉室内楽シリーズ vol.3 

郷古 廉（ヴァイオリン）＆加藤洋之（ピアノ） 

鏡の中の春 ―― 横坂 源（チェロ）を迎えて 

 

後藤春馬（バス・バリトン）Kazuma Goto 

国立音楽大学演奏学科声楽専修卒業。新国立劇場オペラ研修所第 12 期修了。文化庁新進

芸術家海外研修制度研修員としてロンドンに渡り、英国ロイヤル・オペラ・ハウスのジェ

ット・パーカー・ヤング・アーティスト・プログラムにゲスト歌手として参加し研修を積

む。その後、アムステルダムのオランダ国立オペラ・アカデミーに日本人として初めて合

格し、2年間の研修を修了。 

2012年パシフィック・ミュージック・フェスティバルに合格し、ファビオ・ルイージ指揮

のコンサートにソリストとして出演。また、オーケストラ・アンサンブル金沢第 386回定

期公演《セビリアの理髪師》バジリオにてマルク・ミンコフスキとの共演を果たす。オラ

ンダにて《ドン・ジョヴァンニ》レポレッロで、ヨーロッパ・デビューし、《ラ・ボエーム》

コッリーネ、《仮面舞踏会》サムエルなど多数のオペラに出演。バロックから現代音楽まで

幅広いジャンル、そして言語のレパートリーを持つ。オランダ・コンセルトヘボウでのコ

ンサート等にも出演。またベートーヴェン《第九》、ロッシーニ《小荘厳ミサ曲》等のソリ

ストもつとめている。昭和音楽大学非常勤講師、二期会会員 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
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小畠幸法（チェロ）Yukinori Kobatake 

千葉市出身。NHK交響楽団チェロ奏者。 

東京藝術大学音楽学部卒業。同大学院音楽学部修士課程修了。 

これまでに金木博幸、間瀬利雄、苅田雅治、山崎伸子、藤森亮一の各氏に師事。 

マスタークラスを W.ベッチャー、P.ドゥマンジェ、D.ゲリンガスに師事。 

キジアーナ音楽院国際アカデミー、小澤国際室内楽アカデミー参加。JTが育てるアンサン

ブルシリーズ、JTアフィニス アンサンブル セレクション特別演奏会、など多数出演。ソ

ロ室内楽、レコーディング等、幅広く活動中。 

作曲家 坂東祐大氏 主宰の ENSEMBLE FOVEメンバー。 

ENSEMBLE FOVE公式サイト https://www.fove.tokyo/ 

 

出演公演 

2023年 3月 22日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

N響メンバーによる室内楽 

 

小林壱成（ヴァイオリン）Issei Kobayashi 

東京藝術大学大学院を修了し、ベルリン芸術大学大学院修了。 

Gyarfas Competition2019（ベルリン）最高位、青山音楽賞新人賞、日本音楽コンクール、

松方音楽賞ほか、入賞受賞多数。ロームミュージックファンデーション、公益財団法人明

治安田クオリティオブライフ文化財団等奨学生。ニューヨーク・カーネギーホール、東京・

春・音楽祭、ヴァディム・レーピンが監督を務めるトランス=シベリア芸術祭、「MAROワー

ルド」、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」等に出演し、2019 年にはベルリンにてドイツの名

匠セバスティアン・ヴァイグレに才能を高く認められ、読売日本交響楽団と共演。ラ・ル

ーチェ弦楽八重奏団、銀座王子ホールのレジデント「ステラ・トリオ」メンバーを務める

ほか、各楽団のゲストコンサートマスターとして活躍し、現在東京交響楽団コンサートマ

スター。 

 

出演公演 

2023年 3月 29日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 ボフスラフ・マルティヌー 

 

小林啓倫（バリトン）Hiromichi Kobayashi 

国立音楽大学卒業、同大学大学院修士課程修了。二期会オペラ研修所第 54 期修了。修了

時に優秀賞と奨励賞を受賞。新国立劇場オペラ研修所第 16 期修了。ミラノ・スカラ座ア

カデミア短期研修を修了。第 79回読売新人演奏会に出演。第 52回日伊コンコルソ第 2位。

第 88回日本音楽コンクール入選。第 4回くにたち賞、奨励賞受賞。 

2020年には、 第 89回日本音楽コンクール第 1位受賞。 

オペラでは、《ドン・ジョヴァンニ》タイトルロール、《フィガロの結婚》フィガロ、伯爵、

《魔笛》パパゲーノ、《結婚手形》ズルック、《なりゆき泥棒》パルメニオーネ、《ドン・パ

スクワーレ》マラテスタ、《ナクソス島のアリアドネ》音楽教師等数多く出演。NHK-FM ラ

ジオ、リサイタル・パッシオにてリサイタルが放送される。 

https://www.fove.tokyo/
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2017年《こうもり》のファルケで二期会デビューを飾る。二期会公演では、2018年プッチ

ーニ『三部作』《ジャンニ・スキッキ》マルコ、2019年《エロディアード》ヴィテリウス、

2020年神奈川県民ホール・iichiko総合文化センター（大分）との共同制作《トゥーラン

ドット》役人、2021年《ルル》猛獣使いおよび力業師、11月《こうもり》アイゼンシュタ

イン等立て続けに出演。 

また、コンサートでも J.S.バッハ《マタイ受難曲》やベートーヴェン《合唱幻想曲》《第

九》等出演の他、2022 年東京・春・音楽祭では、東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ 

vol.8パウル・ヒンデミットに出演、好評を博した。 

東京都出身。日伊音楽協会会員、二期会会員 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

小林美恵（ヴァイオリン）Mie Kobayashi 

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、同大学を首席で卒業。在学中に安宅賞、

福島賞を受賞。 

1983年第 52回日本音楽コンクール第 2位。1984年海外派遣コンクール河合賞受賞。1988

年シュポア国際ヴァイオリン・コンクール第 2位、あわせてソナタ賞を受賞。1990年ロン

=ティボー国際コンクールヴァイオリン部門で日本人として初めて優勝。以来、国内外で

本格的な活動を開始する。 

これまでに、NHK 交響楽団、東京都交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京交

響楽団、読売日本交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響

楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、オーケストラ・アンサンブル金沢、広島交響楽団

等の国内の主要オーケストラ、ハンガリー国立交響楽団、プラハ交響楽団のソリストとし

て、充実した演奏を高く評価される。また、静岡の AOI・レジデンス・クヮルテットのメ

ンバーをはじめ、数多くの共演者と室内楽の分野においても活動を広げ、軽井沢国際音楽

祭に毎年出演するなど音楽祭にも積極的に参加している。 

CD は、『プレイズ・クライスラー』、パスカル・ロジェとのデュオ『フォーレ作品集』『ラ

ヴェル&エネスコ ヴァイオリン・ソナタ集』、ツィゴイネルワイゼンなどを収録した『ヴァ

イオリン名曲集』『J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ(全曲)』等をリ

リースしている。 

2010年、ロン＝ティボー国際コンクールのヴァイオリン部門の審査員として招かれ、2012

年には、パキスタンで行われた日パキスタン国交樹立 60 年の記念演奏会に出演。そのほ

か、フランス、イギリス、タイ、中国、韓国、ニュージーランド等でも公演を行い、洗練

され、しかもダイナミックに奏でられる重厚な演奏は、多くの聴衆を魅了した。 

2015 年デビュー25 周年は、2017 年までに 6 回の記念リサイタルシリーズを企画・好演。

2018 年から Hakuju Hall にてヴァイオリンの魅力に迫る全 6 回のリサイタルシリーズを

行い好評を博した。また 2022 年 7 月にはオール・シューベルト・プログラムでリサイタ

ルを行なった。今後も日本を代表するヴァイオリニストとして、リサイタル、室内楽、オ

ーケストラとの共演など全国各地で公演が予定されている。 

使用楽器は昭和音楽大学所有の 1734年製ストラディヴァリウス。 現在、昭和音楽大学客

員教授。愛知県立芸術大学でも後進の指導にあたっている。 

オフィシャル・ホームページ： http://miekobayashi.com/ 

http://miekobayashi.com/
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出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

駒田敏章（バリトン）Toshiaki Komada 

バリトン。名古屋市出身。愛知教育大学を経て、東京藝術大学大学院修了。大学在学中は

ドイツ歌曲とオラトリオを中心に学び、バッハ、ヘンデル、ハイドン等のコンサートにソ

リストとして出演。その後、新国立劇場オペラ研修所 11期に在籍しオペラを学ぶ。研修所

を修了後、文化庁海外派遣制度でドイツ・ベルリンに留学。帰国後は新国立劇場、パシフ

ィック・ミュージック・フェスティバル札幌、小澤征爾音楽塾、セイジ・オザワ松本フェ

スティバル等でオペラに出演。また、歌曲の演奏にも力を入れており、東京・春・音楽祭、

東京オペラシティ主催「B→C」に出演した。第 83回日本音楽コンクール（歌曲）第 1位。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

小山裕幾（フルート）Yuki Koyama 

1999 年、第 53 回全日本学生音楽コンクール中学校の部第 1 位。2002 年、第 56 回全日本

学生音楽コンクール高校生の部第 1 位。2004 年、第 73 回日本音楽コンクール第 1 位、岩

谷賞(オーディエンス賞)、加藤賞、吉田賞を受賞。2005年、第 6回神戸国際フルートコン

クールに日本人として初めて第 1 位を受賞する。日本各地でリサイタルを開催するほか、

NHK 交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京

フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団など日本国内のオーケストラと共演を重ねる。

これまで三上明子、ヴォルフガング・シュルツ、パウル・マイゼン、堀井 惠、オーレル・

ニコレの各氏に師事。2006年度第 17回出光音楽賞受賞。2010年慶應義塾大学理工学部を

卒業、同年よりバーゼル音楽院(スイス)にてフェリックス・レングリ氏のもとで学び、学

士及び修士課程を修了。2010年、2011年度ロームミュージックファンデーション奨学生。 

2014 年よりフィンランド放送交響楽団の首席フルート奏者。2017 年より 1 年間ソウル大

学の教授代行を、そして同年よりシベリウス・アカデミーで講師を務め、後進の指導に当

たっている。 

 

出演公演 

2023年 4月 8日[土]14:00旧東京音楽学校奏楽堂 

小山裕幾（フルート） 
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近藤 圭（バス・バリトン）Kei Kondo 

国立音楽大学卒業。同大学大学院修士課程を首席で修了。新国立劇場オペラ研修所第 9期

修了。同研修所公演では《フィガロの結婚》アルマヴィーヴァ伯爵、《アルバート・ヘリン

グ》シド、《カルメル会修道女の対話》《ジャンニ・スキッキ》に出演。 

《ドン・ジョヴァンニ》タイトルロールでオペラデビュー。トウキョウ・モーツァルトプ

レーヤーズ定期《ドン・ジョヴァンニ》タイトルロール、《フィガロの結婚》アルマヴィー

ヴァ伯爵、《コジ・ファン・トゥッテ》ドン・アルフォンソで出演。二期会公演には 2010

年《メリー・ウィドウ》サン・ブリオッシュで初出演し、11年《ドン・ジョヴァンニ》マ

ゼットで注目を集めた。11年新国立劇場《アラベッラ》ツィンマーケルナー、12年小澤征

爾音楽塾《蝶々夫人》では、ゴロー役のカヴァーを務め、鎌倉で行われた特別演奏会に同

役で出演。13 年新国立劇場オペラ研修所公演にてヒンデミット《カルディヤック》（日本

初演）に難役であるタイトルロールで出演し好評を博した。 

ロームミュージックファンデーションの奨学生としてドイツ・ハンブルクで研鑽を積む。

同地ではハイドン《四季》でソリストを務め、コンサートの模様が北ドイツ放送局にて放

映された。11年マーラー没後 100年を記念した演奏会にて、ミッテルベルガー指揮《さす

らう若人の歌》、またドイツでも屈指のホール“ライス・ハッレ”にて、ハンブルク・ブラ

ームス合唱団定期演奏会とともにオルフ《カルミナ・ブラーナ》でバリトン・ソロを務め、

好評を博した。また、テレマン《結婚カンタータ》（世界初演）ソリストとしても出演。 

13年日生劇場ライマン《リア》（日本初演）フランス国王、14年・15年沼尻竜典作曲歌劇

《竹取物語》（世界初演）石上麻呂足、15年小澤征爾指揮《子供と魔法》に時計役で出演。

2016年 1月、新国立劇場《魔笛》パパゲーノに出演し好評を博した。 

以後も、二期会《ナクソス島のアリアドネ》ハルレキン、《タンホイザー》ビーテロルフ、

《魔笛》パパゲーノ、日生劇場《リア》フランス国王、《ラ・ボエーム》ショナール、東京

芸術劇場《ドン・ジョヴァンニ》マゼット、小澤征爾音楽塾《カルメン》ダンカイロ、グ

ランドオペラ共同制作《カルメン》モラレス等出演。2020年には新国立劇場《夏の夜の夢》

ディミトーリアスで急遽出演、続けて同鑑賞教室関西公演《魔笛》パパゲーノでも出演し

共に好評を博した。近年も、二期会《フィガロの結婚》フィガロ、新国立劇場《魔笛》パ

パゲーノ、同鑑賞教室《蝶々夫人》でシャープレス等数多く出演。 

また、バッハ《カンタータ》、ヘンデル《メサイア》、モーツァルト《レクイエム》、ベート

ーヴェン《第九》、フォーレ《レクイエム》等コンサート・ソリストとしても活躍している。

長野市出身。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

近藤治夫（ハーディガーディ／バグパイプ）Haruo Kondo 

古楽バグパイプ演奏家・製作家、古楽器演奏家。ヨーロッパ中世・ルネサンスの音楽を演

奏するジョングルール・ボン・ミュジシャン代表。中世民衆音楽の担い手である「放浪楽

師＝ジョングルール」に着目し、放浪楽師の音楽・精神を現代にどう甦らせるかをテーマ

に、ライブハウス、ストリート等での演奏活動を展開。栃木・蔵の街音楽祭、目白バ・ロ

ック音楽祭、北とぴあ国際音楽祭、都留音楽祭、はらむら古楽祭等、古楽関連の音楽祭へ

の出演多数。 
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出演公演 

2023年 4月 14日[金]11:00/14:00国立西洋美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「憧憬の地 ブルターニュ」展 記念コンサート vol.2 大竹 奏（フィドル） 

 

颯 SA 室内楽団"SA" Chamber Group 

王 小毛 ワン・シアオマオ（ヴァイオリン）Wang Xiaomao 

中国著名ヴァイオリニスト。中国国家バレエ団音楽総監督補佐兼コンサートマスター。中

国音楽学院管弦教授。中国国家交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、上海フィルハ

ーモニー交響楽団ゲスト・コンサートマスター。イギリス、フランス、オーストリア、イ

タリア、アメリカ、ルクセンブルク、日本を含む 20 ヵ国と地区でオーケストラと共演。

上海音楽学院、中央音楽学院を卒業後渡独。フライブルク音楽大学にて博士号を取得。2005

年にフライブルク室内歌劇場の第 2 ヴァイオリン首席奏者。ソリストとしてフライブル

ク・フィルハーモニー管弦楽団と共演。2008年にクレーフェルト＝メンヒェングラートバ

ッハ公立歌劇場からコンサートマスターとして招聘され、本オーケストラ史上最年少のコ

ンサートマスターとなる。 

2010年にドイツから中国へ帰国。2012年に、中央バレエ団交響楽団首席。現在に至る。 

 

蘇 貞 スウ・ジェン(ヴィオラ) Su Zhen 

中央音楽学院教授。英国王立音楽院客員教授。中国音楽学院特別栄誉教授。アジアジュニ

ア交響楽団特別顧問、北京音楽家協会理事。1991年に中央音楽学院管弦科に入学。王振山

教授に師事。卒業後 23 歳の若さで中国交響楽団ヴィオラ第 2首席を務める。1996 年に全

額奨学金を得て英国王立音楽院へ留学。世界著名ヴィオラ教育家ジョン・ホワイトに師事

し、修士号を獲得。2000〜2004年、BBCフィルハーモニック ヴィオラ第 2首席（終身制）。

ソリストと室内楽演奏家として世界各地で精力的に演奏活動を行う。エディンバラ国際音

楽祭、ジュネーヴ国際音楽祭などを含む。2004年に史上最年少教授として中央音楽学院に

て教鞭を執る。同時に英国王立音楽院及び国際音楽祭にてマスタークラスを開く。多数の

国際コンクールの審査員を務める。1997年ライオネル・ターティス国際ヴィオラコンクー

ル入賞：第 23 回国際ジュニア室内楽コンクール第 3 位（プラハ）王立音楽アカデミーの

WALTERS,MAUSICE LOBAN,THEODORE HOLLAND,HILDA WYNNE及び院長賞：ウィグモア賞。 

 

馬 雯 マー・ウェン(チェロ) Ma Wen 

中国中央音楽学院教授。チェロ演奏家。ユーディ・メニューイン国際ヴァイオリンコンク

ールのゲストアーティスト。霍英東教育資金受賞者。国家芸術基金チェロ音楽教育人材育

成ゲスト教授、愛琴杯国際チェロコンクール委員兼審査員。中央音楽学院にてチェロ専攻。

陳園、宗伯教授に師事。在学中、中国ジュニアオーケストラチェロ首席。1988年に、チェ

コプラハ国際四重奏コンクール第 3位。第 2回全国チェロコンクール第 1位。卒業後中央

音楽学院にて後進の指導に当たる。1998年に、ドイツアカデミー交流センター奨学金（DAAD）
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を獲得し、ロストック音楽大学へ研鑚を積む。ゲルト・フォン・ビューロウ教授に師事し、

満点の成績で修士号と博士号を獲得。 

 

劉 沐雨 リュウ・モクウ（ピアノ）Liu Muyu 

4 歳よりピアノを始める。6 歳から東京音楽大学付属音楽教室にて音楽教育を受ける。故

北川 正、米田栄子、河野 元、碓井俊樹、東 誠三の各氏に師事。日本演奏家ピアノコンク

ール第 1 位、全日本クラシック音楽コンクール第 1 位、日本香港国際音楽コンクール第 1

位など国内外のコンクールにおいて入賞｡ 

2016年 8月に渡米し、アイデルワイルド・アーツ・アカデミーに入学。ソロ演奏はエドゥ

アルド・デルガード及びルーファス・チョイ、室内楽はジャネット・ルイーズ・ヤリアン

博士に師事。ヴァイオリン、チェロ、オーボエ、ホルンをはじめとした楽器とのアンサン

ブルに積極的に取り組み、室内楽においては、Trio Reve（ピアノ三重奏）を結成し、定期

的に演奏会を催す。優秀ミュージシャンシップ賞を取得し卒業。2019年夏より現在に至る

までクリーブランド音楽院にてアントニオ・ポンパニバルディ教授に師事。 

これまで、チューリッヒ国立芸術大学マスタークラス、カーティス音楽院夏期プログラム、

トーディ国際ピアノフェスティバルをはじめ数多くの国際音楽祭及びマスタークラスに

参加。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]14:00旧東京音楽学校奏楽堂 

颯 SA 室内楽団 

 

斉木健詞（バス）Kenji Saiki 

国立音楽大学卒業。同大学院及び二期会オペラ研修所マスタークラス修了。文化庁在外研

修員としてボローニャにて研鑽を積む。第 78 回日本音楽コンクール第 3 位。二期会ニュ

ーウェーブ・オペラ《ポッペアの戴冠》《ジューリオ・チェーザレ》《ドン・ジョヴァンニ》

《ラ・ボエーム》《仮面舞踏会》《ナクソス島のアリアドネ》で好評を博し、08年二期会《エ

フゲニー・オネーギン》（ペーター・コンヴィチュニー演出）グレーミン公爵で高い評価を

得た。新国立劇場では《カルメン》スニガ、《サロメ》兵士 2、《アイーダ》エジプト国王、

《軍人たち》（日本初演／ヴィリー･デッカー演出）フォン・シュパンハイム伯爵など立て

続けに出演。2011年びわ湖ホール・神奈川県民ホール《アイーダ》エジプト国王、新国立

劇場《サロメ》兵士、二期会《ドン・ジョヴァンニ》騎士長役では充実した歌唱と存在感

をみせた。2012年 1月には NHKニューイヤーオペラコンサートに初出場。同年 2月二期会

《ナブッコ》ザッカリーア、2012 年佐渡裕プロデュースオペラ《トスカ》（兵庫県立芸術

文化センター）スカルピアで好評を博す。2013年びわ湖ホール・神奈川県民ホール《椿姫》

ドビニー公爵、同 5月二期会《マクベス》バンコー、同《ホフマン物語》クレスペル、び

わ湖ホール・神奈川県民ホール《ワルキューレ》フンディング、日生劇場《フィデリオ》

ロッコ、2014年二期会《ドン・カルロ》宗教裁判長、びわ湖ホール《リゴレット》スパラ

フチーレ、W.ゲルギエフ指揮《サロメ》兵士 2、2015年びわ湖ホール・神奈川県民ホール

《オテロ》ロドヴィーゴ、東京フィルハーモニー交響楽団《トゥーランドット》（A.バッテ

ィストーニ指揮）ティムール、佐渡裕プロデュースオペラ《椿姫》ドビニー侯爵、日生劇

場《ドン・ジョヴァンニ》騎士長、2016年びわ湖ホール・神奈川県民ホール共同制作《さ
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まよえるオランダ人》ダーラント、2017年びわ湖ホール《ラインの黄金》ファフナー、2018

年同《ワルキューレ》フンディング、兵庫県立芸術文化センター《魔弾の射手》隠者、札

幌・神奈川・大分グランドオペラ共同制作《アイーダ》（A.バッティストーニ指揮）ランフ

ィス、二期会《後宮からの逃走》オスミン、19年びわ湖ホール《ジークフリート》ファフ

ナー、東京・春・音楽祭子どものためのワーグナー《さまよえるオランダ人》ダーラント、

20年グランドオペラ共同制作《カルメン》（A.バッティストーニ指揮）スニガ、2021年二

期会《魔笛》ザラストロ、同《こうもり》フランク、22年びわ湖ホール《パルジファル》

グルネマンツ、東京・春・音楽祭子どものためのワーグナー《ローエングリン》ハインリ

ヒ王、日生劇場《セビリアの理髪師》ドン・バジリオ、二期会《蝶々夫人》ボンゾ、オー

チャードホール《椿姫》ドビニー侯爵等数多く出演、オペラの舞台には欠かせないプリモ・

バッソとして全国各地の劇場で活躍している。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 

子どものためのワーグナー《ニュルンベルクのマイスタージンガー》 

（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

嵯峨郁恵（ホルン）Ikue Saga 

宮城県出身。これまでに須田一之、松崎裕氏に師事。NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」「吹奏

楽のひびき」、BSプレミアム「クラシック倶楽部」にアンサンブル・ミクストとして出演。

現在、オーケストラなどに客演のほか、小中学校のアウトリーチなど幅広く活動している。

アンサンブル・ミクスト木管五重奏団メンバー。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

 

坂口弦太郎（ヴィオラ）Gentaro Sakaguchi 

NHK交響楽団ヴィオラ次席代行奏者。 

大阪府堺市に生まれ 3 歳よりヴァイオリンを始め 17 歳でヴィオラに転向。東京藝術大学

音楽学部器楽科ヴィオラ専攻、同大学院音楽研究科修士課程器楽科室内楽専攻（ヴィオラ

とピアノの二重奏）修了。第 9回日本室内楽コンクール第 3位入賞。（原田恭子:pfとの二

重奏）奨励賞受賞。2000年大学院在学中に NHK交響楽団に入団。オーケストラの他に「ア

ペルト弦楽四重奏団」、高橋 希と N響メンバーによる室内楽団「スペランツァ」のメンバ

ーとして日本全国で NHKカジュアル・クラシックコンサートや、また様々なプロオーケス

トラへの客演首席、TV、ラジオ出演、アーティストのサポート録音などジャンルの垣根を

こえて演奏活動を行い、ヴィオラの伝道師としてその魅力の啓発活動も行なっている。
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2005 年 12 月マティアス・ムジクム・カルテットのメンバーとして、すぎやまこういち作

曲の弦楽四重奏による『ドラゴンクエスト』をリリース。2008年 NAR（日本アコースティ

ックレコーズ）より「クインテット・ディ・ピアノフォルテ・ラ・スペランツァ」のメン

バーとして『シューマン：ピアノ五重奏曲 変ホ長調 他』、Casual Classics Vol.1『赤と

んぼのふるさと』の 2 枚をリリース。2014 年 10 月マイスターミュージックより N 響メン

バーによるゴールドベルク変奏曲をリリース。その他にも数多くのレコーディングを行な

っている。これまでにヴィオラを中塚良昭氏に、ヴィオラとピアノの二重奏を松原勝也氏

に師事。 

 

出演公演 

2023年 4月 11日[火]19:00国立科学博物館 日本館 2階講堂 

ミュージアム・コンサート  N響メンバーによる室内楽 

 

佐久間聡一（ヴァイオリン）Soichi Sakuma 

山形県出身。4才からヴァイオリンをはじめ、桐朋学園大学卒業。 

ドイツでも学んだ。 

日本青少年オーケストラコンサートマスター、桐朋学園オーケストラコンサートマスター

として活躍。 

その後、新日本フィルハーモニー交響楽団契約団員、大阪フィルハーモニー交響楽団首席

奏者、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン客演奏者、広島交響楽団第 1コン

サートマスターをつとめた。 

現在は、ソリスト、室内楽奏者として多彩な活動で活躍の幅を広げている。 

 

出演公演 

2023年 4月 3日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

名手たちによる室内楽の極（きわみ） 

 

佐々木 亮（ヴィオラ）Ryo Sasaki 

東京藝術大学附属音楽高等学校を経て東京藝術大学卒業。 

在学中、安宅賞受賞。藝大オーケストラと共演。 

1991年、現音室内楽コンクール第 1位、朝日現音賞 受賞。 

1992年、東京国際室内楽コンクール（民音）第 2位、ルフトハンザ賞 受賞。 

1992年秋より、ニューヨーク、ジュリアード音楽院入学。 

アスペン音楽祭、マールボロ音楽祭に参加。マールボロ音楽祭では Musicians from 

Marlboro Tour のメンバーに 3 年連続で選ばれ全米各地にて演奏した他、2000 年のマー

ルボロ音楽祭 50周年記念コンサートに出演。 

在米中リンカーン・センターでリサイタルの他ソロ、室内楽奏者として全米各地にて活動、

内田光子、ヒラリー・ハーン、ナージャ・サレルノ・ソネンバーグ、リン・ハレル、デイ

ヴィッド・ソイヤー等と共演し、好評を博した。また弦楽アンサンブル Sejong Soloists, 

ヴィヴァルディ・ヴィルトゥオージのメンバーとしてカーネギー・ホールなど各地の主要

ホールで演奏した。 

CDは EMI／Angelよりチャイコフスキー弦楽六重奏、ブラームス弦楽 6重奏をリリース。 

これまでに掛谷洋三、澤 和樹、故田中千香士、故ドロシー・ディレイ、川崎雅夫の各氏に
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師事、また室内楽を故ジェイコブ・ラタイナー、故フェリックス・ガリミアの各氏に師事。 

2003年帰国。2004年 NHK交響楽団入団。2008年より首席奏者。 

2008年から 2014年まで岡山潔弦楽四重奏団メンバー。 

東京クライスアンサンブルなど室内楽奏者としても幅広く活動している。 

2016年 9月には RCA／Sonyよりパーヴォ・ヤルヴィ指揮 NHK交響楽団、チェリストトゥル

ルス・モルクとの共演による R.シュトラウスの『ドン・キホーテ』がリリースされた。 

また演奏活動の傍ら桐朋学園大学、東京藝術大学、東京音楽大学、洗足学園音楽大学にて

後進の指導にも当たっている。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

2023年 3月 28日[火]19:00東京文化会館 小ホール 

シューマンの室内楽 

 

アゼル・ザダ（テノール）Azer Zada 

バクー生まれ。アゼルバイジャン国立歌劇場のソリストとして 2009年に声楽家デビュー。

イタリアに移住後、オージモのオペラ・アカデミーに入学し、マグダ・オリヴェロ、ライ

ナ・カバイヴァンスカ、レナータ・スコット、レナート・ブルゾン等のマスタークラスを

受けた。コンクールで数え切れないほどの賞を受賞しており、ポルトフィーノ国際オペラ・

コンクール、ヴェルディ国際声楽コンクール第 1位等が挙げられる。 

14年、権威あるスカラ座アカデミーに入ることを認められ、アカデミー生として定期的に

スカラ座に出演、ズービン・メータ、リッカルド・シャイー、ネルロ・サンティ、チョン・

ミョンフン等の指揮のもとで、《トゥーランドット》、《リゴレット》、《アイーダ》、《ドン・

カルロ》、《椿姫》、《二人のフォスカリ》等の役を演じた。 

16年ダニエル・オーレン指揮のジュゼッペ・ヴェルディ劇場（サレルノ）で《マクベス》

マクダフにデビュー。同年、マーラー広場のミラノ・オーディトリアムやラ・シェズ＝デ

ュー音楽祭でヤデル・ビニャミーニ指揮ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団・合唱

団のヴェルディ《レクイエム》に出演した。 

17／18 年シーズンには、ソロ・デビューと数多くの役デビューがあった。《カルメン》ド

ン・ホセをコッチャ劇場（ノヴァーラ）やヴィットーリオ・エマヌエーレ劇場（メッシー

ナ）で演じた他、《ラ・ボエーム》ロドルフォを、ファーノやキエーティ、アスコリ・ピチ

ェーノで演じた。同シーズンには、《ラ・ボエーム》と《蝶々夫人》ピンカートンでフェニ

ーチェ劇場（ヴェネツィア）にハウス・デビューを果たした。オペラ・シーズンは、カリ

アリ歌劇場の《カルメン》公演で幕を閉じた。夏には、《トスカ》カヴァラドッシでサン

セ・オペラ祭とトラーパニ 7月音楽祭に招かれている。 

18／19 年シーズンは、《蝶々夫人》ピンカートンでフェニーチェ劇場に戻り、その後ヴェ

ルディ劇場（パドヴァ）で《ナブッコ》イズマエーレに役デビュー。レッジョ・エミリア

劇場には《トスカ》カヴァラドッシで再登場し、続いてペトゥルッツェッリ劇場（バーリ）

で《椿姫》アルフレードに役デビューした。また、アゼルバイジャン国立歌劇場で《ラ・

ボエーム》、ヘイダル・アリエフ・センターで《レクイエム》に出演。バクーの国立フィル

ハーモニー・ホールとモスクワ音楽院・大ホールでは初のソロ・コンサートを行なった。

さらに、《椿姫》でボリショイ劇場にデビュー、モスクワ・フィルハーモニー・ホールで

《蝶々夫人》に出演。シーズン末には、トラーパニ（シチリア）に戻り、《カルメン》に出

演した。 
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19／20年シーズンは、フェニーチェ劇場の《トスカ》公演で幕を開け、アリギエーリ市立

劇場で《アイーダ》ラダメスに役デビュー。再び《ラ・ボエーム》ロドルフォでボリショ

イ劇場とピアチェンツァ市立劇場に出演した他、リッカルド・ムーティ指揮のラヴェンナ

音楽祭で《カヴァレリア・ルスティカーナ》／《道化師》にデビューした。 

20／21年シーズンの主な出演としては、アレーナ・ディ・ヴェローナでリッカルド・ムー

ティ指揮の《アイーダ》150年記念でラダメスを演じた他、《ラ・ワリー》でサン・カルル

シュ国立劇場（リスボン）にデビュー。ボリショイ劇場に戻って《ラ・ボエーム》と《ト

スカ》、サンセ・オペラ祭で《カルメン》にも出演した。また同シーズンには、ベッリーニ

大劇場でベッリーニ《ノルマ》ポリオーネ、キエーティのマルチーノ劇場で《椿姫》アル

フレード、ラヴェンナ音楽祭で《ナブッコ》イズマエーレ、トゥール―ズで《ラ・ボエー

ム》ロドルフォを演じた。21年には、ナクソスから初のソロ・アルバムがリリースされて

いる。 

今シーズンにはいくつか重要なデビューが控えており、パルマのレージョ劇場で《アドリ

アーナ・ルクヴルール》、バーリで《アッティラ》フォレスト、リスボンのサン・カルルシ

ュ国立劇場で《イル・トロヴァトーレ》等がある。また、《アイーダ》でベルリン国立歌劇

場にもデビューする予定である。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

 

佐藤卓史（ピアノ）Takashi Sato 

秋田市出身。高校在学中の 2001 年、日本音楽コンクールで第 1 位。東京藝術大学を首席

で卒業後渡欧、ハノーファー音楽演劇大学ならびにウィーン国立音楽大学で研鑽を積む。

その間、2007 年シューベルト国際コンクール第 1 位、2010 年エリザベート王妃国際コン

クール入賞、2011年カントゥ国際コンクール第 1位など受賞多数。ウィーン楽友協会をは

じめとするヨーロッパの主要コンサートホールのほか、2011年にはシリア・ダマスカスの

ダール・アル・アサド文化芸術劇場でソロ・リサイタルを開催した。これまでに NHK交響

楽団、東京交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、大阪交響楽団、広島交響楽団、シ

ドニー交響楽団、ベルギー国立管弦楽団等と共演。2007年にソロデビューアルバム『ラ・

カンパネラ～珠玉のピアノ小品集』（ナミ・レコード）をリリース以来、レコーディング活

動にも力を入れており、日本と欧州で多数の CD を発表。2014 年より「佐藤卓史シューベ

ルトツィクルス」を展開、ライフワークとしてシューベルトのピアノ曲全曲演奏に取り組

んでいる。室内楽、作編曲など幅広い分野で活躍している。 

www.takashi-sato.jp 

 

出演公演 

2023年 3月 19日[日]14:00東京都美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「エゴン・シーレ展」記念コンサート vol.1 佐藤卓史（ピアノ） 

 

http://www.takashi-sato.jp/


66 

 

佐藤晴真（チェロ）Haruma Sato 

実力・人気を兼ね備えた若い世代を代表するチェリスト。2019年、長い伝統と権威を誇る

ミュンヘン国際音楽コンクール チェロ部門において日本人として初めて優勝して、一躍

国際的に注目を集めた。18年にはルトスワフスキ国際チェロ・コンクール第 1位および特

別賞を受賞。ほかにも、第 83 回日本音楽コンクールチェロ部門第 1 位および徳永賞・黒

柳賞など受賞多数。バイエルン放送響をはじめ国内外の主要オーケストラと共演しており、

リサイタル、室内楽でも好評を博している。20年には名門ドイツ・グラモフォンよりデビ

ューアルバムとなる『The Senses～ブラームス作品集～』、翌年には『SOUVENIR～ドビュッ

シー＆フランク作品集』をリリース。齋藤秀雄メモリアル基金賞、出光音楽賞、日本製鉄

音楽賞受賞。文化庁長官表彰（国際芸術部門）。現在は、ベルリン芸術大学在学中。使用楽

器は宗次コレクション貸与の E.ロッカ 1903年。 

 

出演公演 

2023年 3月 30日[木]19:00東京文化会館 小ホール 

佐藤晴真（チェロ） 

齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞記念コンサート 

 

佐野隆哉（ピアノ）Takaya Sano 

都立芸術高校、東京藝術大学を経て同大学院修士課程を修了。在学中、アリアドネムジカ

賞、アカンサス音楽賞、同声会賞を受賞。大学院修了時にベーゼンドルファー・コンサー

トに選出される。2005年に渡仏後、スコラ・カントルム音楽院を最優秀で修了。2006年、

日本人男性として初めてパリ国立高等音楽院第三課程研究科からの入学を許可され、2008

年に修了。併せて 2010年・室内楽科を最優秀で卒業。明治安田生命クオリティオブライフ

文化財団海外音楽研修生。日本音楽コンクール第 2位入賞（03年）を始めホセ・ロカ国際

第 2 位（スペイン・08 年）、ロン＝ティボー国際第 5 位及び聴衆賞、特別賞（仏・09 年）

等、国内外の国際コンクールで入賞。ショパン国際コンクール・ディプロマ受賞（ポーラ

ンド・10年）。これまでにソリストとして、フランス国立管弦楽団、NHK交響楽団、日本フ

ィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団等々と共演。現

在、国立音楽大学、都立総合芸術高校にて後進の指導にもあたっている。平成 16年度青梅

市芸術文化奨励賞受賞。第 3回グラチア音楽賞受賞。CD『DANZA』（LPDCD-010）、『クロイツ

アーの記憶（NAT15431～2、レコード芸術準特選盤）』、『ドゥーズ・エチュード（NAT17481、

レコード芸術特選盤）』をリリース。2023 年、世界初となる山田耕筰ピアノ作品全集をリ

リース。HP：takaya-sano.com 

 

出演公演 

2023年 3月 29日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 ボフスラフ・マルティヌー 
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佐份利恭子（ヴァイオリン）Kyoko Saburi 

桐朋女子高等学校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部を首席で卒業、江藤俊哉氏に師事。

第 55 回日本音楽コンクール第 2 位、併せて黒柳賞を受賞。DAAD 給費生としてケルン国立

音楽大学、ウィーン市立音楽院に留学、A.アレンコフ氏に師事。マリア・カナルス国際コ

ンクール、ルジェロ・リッチコンクール等で入賞する。帰国後は各地で活発な演奏活動を

行い、ソリストとして、コンサートミストレスとして全国の様々なオーケストラと共演す

る。宮崎国際音楽祭、セイジ・オザワ松本フェスティバル等に毎年出演している。日本ア

コースティックレコーズよりソロ小品集『真夜中の鐘』をリリース。イクス・アンサンブ

ル、水戸室内管弦楽団のメンバーとしても活躍中。青山音楽賞を受賞。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

塩崎めぐみ（メゾ・ソプラノ）Megumi Shiozaki 

鳥取大学農学部農林総合科学科卒業。武蔵野音楽大学大学院声楽専攻修了。新国立劇場オ

ペラ研修所第 11 期生修了。平成 23 年度文化庁在外研修員としてベルリンで研鑽を積む。

2012年 Opera Classica Europa公演《リゴレット》マッダレーナでドイツデビュー。さら

に同年ロンドン Soho Theatre公演オペラ「Finding Butterfly」（オペラ《蝶々夫人》よ

り）スズキに出演。Pacific Music Festival 2014《ナクソス島のアリアドネ》作曲家で出

演。その他オペラでは、《コジ・ファン・トゥッテ》ドラベッラ、《仮面舞踏会》ウルリカ、

《ムツェンスク郡のマクベス夫人》ソニェートカ、《カルメル会修道女の対話》マリー等に

出演。 

以後も 2015年東京・春・音楽祭《ワルキューレ》（演奏会形式）グリムゲルデ、二期会《ダ

ナエの愛》アルクメーネ、2016年東京文化会館《眠れる美女》眠れる美女たち、2017年三

河市民オペラ《イル・トロヴァトーレ》イネス、2018年小澤征爾音楽塾子どものためのオ

ペラ《ジャンニ・スキッキ》ツィータ、二期会《三部作》より「外套」フルーゴラ、《修道

女アンジェリカ》修道院長、《ジャンニ・スキッキ》チェスカ、2019 年《天国と地獄》世

論、2021年二期会《ファルスタッフ》クイックリー夫人等に出演。二期会会員 

 
出演公演 

2023年 4月 14日[金]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 II〜ワーグナーと《指環》 

上野公園 開園 150年に寄せて 

 

 

重岡菜穂子（ヴァイオリン）Nahoko Shigeoka 

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、東京藝術大学、同大学院修了。大学卒業時に、

同声会賞受賞。文化庁在外研修員として、ベルギーに留学しブリュッセル王立音楽院に入

学。ディプロマを取得し、最高栄誉賞付きで、満場一致の満点で首席卒業。 

カネッティ国際音楽コンクール、アルベルト・クルチ国際コンクール、大阪国際コンクー

ルなど国内外のコンクールで優勝、入賞。 

ソロを始め、室内楽、主要オーケストラの首席奏者として招かれるなど活躍している。 
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出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

志田雄二（テノール）Yuji Shida 

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。オペラでは《魔笛》タミーノ、《コジ・ファン・トゥッ

テ》フェランド、《ドン・ジョバンニ》ドン、オッターヴィオ、《椿姫》アルフレード、《愛

の妙薬》ネモリーノ、ベートーヴェン《第九》、ヘンデル《メサイヤ》など多数出演。アン

サンブル歌宴フェスメンバー、東京少年少女合唱隊講師。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

 

實川 風（ピアノ）Kaoru Jitsukawa 

2015年、パリのシャンゼリゼ劇場で行われたロン・ティボー・クレスパン国際コンクール

にて、第 3位（1位なし）、最優秀リサイタル賞、最優秀新曲演奏賞を受賞。2016年、イタ

リアで行われたカラーリョ国際ピアノコンクールにて第 1位・聴衆賞を受賞。現在、日本

の若手を代表するピアニストの一人として、国内外での演奏活動を広げる。 

ソリストとしてベートーヴェンを核とした本格的なレパートリーに取り組む一方、邦人作

品の新作初演などでも作曲家より信頼を寄せられている。海外の音楽祭への招待には、上

海音楽祭、ソウル国際音楽祭、ノアン・ショパンナイト（フランス）・アルソノーレ（オー

ストリア）などがある。 

東京藝術大学附属高校・東京藝術大学を首席で卒業し、同大学大学院（修士課程）修了。

山田千代子、御木本澄子、多 美智子、江口玲の各氏に師事。グラーツ国立音楽大学ポスト

グラデュエート課程を修了。マルクス・シルマー氏に学ぶ。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]16:00/19:00 東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第 II部】公園に流れるワーグナーのオペラ：庭園から〈公園〉へ  

【第 III部】シュトラウス風・ウィーンのおもてなし：公園で〈博覧会〉を 

 

 

篠﨑友美（ヴィオラ）Tomomi Shinozaki 

1995年桐朋学園大学を首席で卒業。 

1992年東京国際音楽コンクール室内楽部門において齋藤秀雄賞 受賞。1994年ライオネル・

ターティス国際ヴィオラコンクール特別賞受賞。1997年ミュンヘン国際音楽コンクール第

3 位入賞。2002 年～2021 年 3 月まで、新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者を務め、

現在東京都交響楽団首席奏者。紀尾井ホール室内管弦楽団、トリトン晴れた海のオーケス

トラ、サイトウ・キネン・オーケストラ、ラ・ストラヴァガァンツァ東京等のメンバー。

桐朋学園大学非常勤講師。 
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出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

志村文彦（バス・バリトン）Fumihiko Shimura 

武蔵野音楽大学卒業、同大学大学院修了。第 22 回イタリア声楽コンコルソ・ミラノ部門

金賞受賞。第 27 回日伊声楽コンコルソ第 1 位。二期会《ドン・ジョヴァンニ》騎士長で

オペラデビュー。以後、同《ワルキューレ》フンディング、《ファルスタッフ》ピストーラ、

新国立劇場《魔笛》ザラストロ、《愛怨》竜勝、日生劇場開場 40周年記念《ルル》猛獣使

い等出演。2012年には、錦織健プロデュースオペラ《セビリャの理髪師》バルトロ、2013

年新国立劇場《夜叉ヶ池》（世界初演）鯰入、《フィガロの結婚》アントニオ、仙台フィル

ハーモニー管弦楽団《トスカ》堂守、2014年新国立劇場《蝶々夫人》ボンゾ、二期会《チ

ャールダーシュの女王》レオポルト公爵、2015年仙台フィル《ラ・ボエーム》コッリーネ、

2016年新国立劇場《イェヌーファ》村長、日生劇場《後宮からの逃走》オスミン、2017年

びわ湖ホール《ラインの黄金》アルベリヒ、新国立劇場「ジークフリートハイライトコン

サート」ファフナー、2017年兵庫芸術文化センター《フィガロの結婚》バルトロ、二期会

《蝶々夫人》ボンゾ、2019年二期会《金閣寺》道詮和尚、新国立劇場《ジャンニ・スキッ

キ》ベット、オーケストラ・アンサンブル金沢《耳なし芳一》和尚、二期会《蝶々夫人》

ボンゾ、二期会《天国と地獄》バッカス、2020 年びわ湖ホール《神々の黄昏》（無観客）

アルベリヒ、新国立劇場《夏の夜の夢》スナッグ、二期会《メリー・ウィドー》プリチッ

チュ、2021年新国立劇場《夜鳴きうぐいす》僧侶、兵庫芸術文化センター《メリー・ウィ

ドー》ブリチッチュ、新国立劇場《ニュルンベルクのマイスタージンガー》夜警等数多く

出演、セリアからブッファまで、オペラの舞台には欠かせない存在となっている。 

殊に《トスカ》堂守は、近年、兵庫芸術文化センター、新国立劇場、二期会オペラ等で多

数演じ、当たり役となっている。 

コンサートにおいても、NHK交響楽団定期／シェーンベルク「グレの歌」の他、バッハ《ロ

短調ミサ》、ヘンデル《メサイア》、モーツァルト《レクイエム》《ハ短調ミサ》《ミサ・ブ

レヴィス》、ベートーヴェン《第九》等主要オーケストラとの共演も多い。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

下村将太（テノール）Shota Shimomura 

東京都出身。東京学芸大学卒業及び、同大学院修了。二期会オペラ研修所修了。東京国際

声楽コンクール奨励賞受賞。幼少期は東京少年少女合唱隊に所属し、世界的な指揮者・歌

手・オーケストラとの共演を果たす。これまでにオペラでは《フィガロの結婚》バジリオ、

《魔笛》僧侶・武士Ⅰ、《ドン・ジョヴァンニ》ドン・オッターヴィオ、《椿姫》アルフレ

ード、《カルメン》ドン・ホセ、オペレッタでは《こうもり》アイゼンシュタイン、アルフ

レード、《チュリパタン島》エルモーザ等の役を演じる。二期会公演においては《椿姫》に

ガストン役で出演し二期会公演デビューを飾り、その後も《ファルスタッフ》バルドルフ

ォ役で出演、2022 年 11 月の《天国と地獄》にはオルフェ役に抜擢されるなど、立て続け
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に出演を重ねその実力が評価されてきている。コンサートでは《第九》のソリストや、ド

ビュッシー作曲《放蕩息子》の息子アザエル役などでも出演を重ねる。2019年には自身初

のリサイタルを府中の森芸術劇場ウィーンホールにて開催し、様々な言語での歌唱に加え、

数少ないリリコ・スピントの声質が好評を博した。近年では合唱指導・指揮も数多く務め、

活躍の場を広げている。二期会会員。静岡室内歌劇場会員。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

フレデリック・シャスラン（指揮）Frédéric Chaslin 

指揮者、作曲家、ピアニストであり、作家としても活動。パリに生まれ、パリ国立高等音

楽院とザルツブルク・モーツァルテウム大学で学んだ。1987～89年までパリ管弦楽団とバ

イロイト音楽祭でダニエル・バレンボイムのアシスタントを務め、89年からはアンサンブ

ル・アンテルコンタンポランでピエール・ブーレーズのアシスタントとなって、91年まで

務めた。 

音楽監督として、ルーアン歌劇場（1991-94）、エルサレム交響楽団（1998-2001）、マンハ

イム国民劇場（04-07）、サンタフェ歌劇場（09-13）、エルサレム交響楽団の二期目（11-19）

を歴任。その指揮活動を、オペラと管弦楽作品とに同等に振り分けており、オペラでは、

ニューヨークのメトロポリタン歌劇場（02 年より）、ロサンゼルス・オペラ、ベルリン・

ドイツ・オペラ、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場の他、ライプツィヒ、ドレスデン、

マドリード、ボローニャ、ローマ、ヴェネツィア、トリノ、東京、オスロ、コペンハーゲ

ン等で指揮を務めた。1993年にオーストリア・デビュー、ブレゲンツ音楽祭で《ナブッコ》

（93、94年）と《フィデリオ》（95、96年）を振った。97年からウィーン国立歌劇場の常

任客演指揮者として、34タイトル 250公演近くを指揮し、ウィーン・フィルハーモニー管

弦楽団とは指揮者として、またピアニストとしてコンサートで共演している（2001年 9月

ベートーヴェン「ピアノ協奏曲第 5番」、18年パリルでマーラー「交響曲第 5番」)。 

最近の主な出演としては、ドレスデンとコペンハーゲンにおける《ホフマン物語》の 2つ

の新演出が挙げられる。交響楽のレパートリーでは、フランスのあらゆる主要なオーケス

トラ（パリ管弦楽団、フランス国立管弦楽団、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団、

パリ国立歌劇場管弦楽団）の他、ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団、RAI 国立

交響楽団、マンチェスター・ホール、フィルハーモニア管弦楽団、ロンドン交響楽団、ウ

ィーン交響楽団、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、スペイン国立管弦楽団、グルベ

ンキアン管弦楽団（リスボン）、イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団、名古屋フィルハ

ーモニー交響楽団等を指揮した。また、指揮者／ピアニストとして、ピアノ協奏曲を度々

演奏している（ラヴェルの 2曲のピアノ協奏曲、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と

ベートーヴェンの 5曲のピアノ協奏曲、ウィーン室内管弦楽団とモーツァルトのピアノ協

奏曲第 23番）。 

作曲家としては、5つのオペラと、50を超えるソプラノ、メゾ、バリトンのための作品を

書いている。これらのオペラからの抜粋は、最も有名なソプラノ歌手たち（ネトレプコ、

デセイ、ペレチャッコ）によって歌われ、録音されてきており、ダムラウは自身の CD『フ

ォーエヴァー』（ワーナー）にそのアリアを収録している。管弦楽作品には、ヴァイオリン

と管弦楽のための《ジプシー・ダンス》やチェロ協奏曲等がある。最新作《トロンボーン

と管弦楽のための 11の変奏曲》は、世界有数のトロンボーン奏者たちに彼の名を広めた。 
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作家としては、エッセイ『Music in Every Sense』をパリ（France-Empire）とドイツで出

版しており、Kindleでは英語版を入手できる。17年 10月には、グスタフ・マーラーの生

涯に基づいた小説『Being Gustav Mahler』(Fayard, Paris)を、マーラー「交響曲第 10

番」の自身による補筆版とともに発表、これは 18 年 11 月 30 日にザグレブ・フィルハー

モニー管弦楽団によって初演された。 

19年 5月 3日からスタートした、プラシド・ドミンゴによってロサンゼルス・オペラのた

めに委嘱された最新のオペラ／ミュージカル《モンテ・クリスト》のワークショップや上

演は、ロサンゼルス・オペラ、バレンシア（スペイン）、パリ、モンテカルロ、ボローニャ、

リスボン、ウィーン等で行なわれた。 

最近の指揮者としての活動には、ボローニャで《カヴァレリア・ルスティカーナ》と《道

化師》、ウィーンで《マノン》、リエージュで《ラ・ボエーム》、ブダペストで《ペレアスと

メリザンド》、ブカレストで《死の都》の他、カリアリでドニゼッティ《連隊の娘》、ロッ

シーニ《スタバート・マーテル》とコンサート・シリーズ、モンテカルロで《カルメン》、

ヴェネツィアのフェニーチェ劇場で《ファウスト》等が挙げられる。今後の活動としては、

ブダペストで《ペレアスとメリザンド》の再演、ボローニャ市立劇場で《聖セバスティア

ンの殉教》、リエージュとシャルルロワで《ラクメ》、リエージュで《ミニョン》、ヴェネツ

ィアでグノー《ファウスト》等がある。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

東海林茉奈（ピアノ）Mana Shoji 

1997年生まれ兵庫県出身。4歳よりピアノを始める。ピティナ・ピアノコンペティション

全国決勝大会において F 級金賞、G 級銅賞、第 6 回ロザリオ・マルチアーノ国際ピアノコ

ンクール第 1 位、第 67 回全日本学生音楽コンクール高校の部全国大会第 2 位など多数受

賞。2021 年ショパン国際ピアノコンクール予備予選出場、2023 年 1 月ギリシャで行われ

たギオルゴス・ティミスコンクールでセミファイナリストに選出される。 

これまでに大阪交響楽団、トルン交響楽団等と共演。2015年度、東京藝術大学宗次德二特

待奨学生。また 2019年度・2020年度日本演奏連盟宗次エンジェル基金奨学生。 

ピアノを石井なをみ氏、伊藤恵氏に師事し、兵庫県立西宮高等学校音楽科を経て、東京藝

術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業、同大学大学院修士課程音楽研究科修了。 

大学院の論文テーマは『ショパン その演奏美学と作品への一考察―弟子によって残され

た資料をもとにー』。昨年 10月よりポーランドに渡り、ビドゴシュチ音楽院研究科に在籍、

カタジーナ・ポポヴァ＝ズィドロン氏に師事。SNS では演奏や留学生活の記録を発信して

いる。 

Instagram→mana_shoji_pf 

Twitter→@mana_Shoji_pf 

ホームページ→ mana-shoji.jimdosite.com 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 I 〜ウィーン万国博覧会とヨーロッパ 

上野公園 開園 150年に寄せて 
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正田響子（ヴィオラ）Kyoko Shoda 

1994年神奈川県横浜市出身。桐朋女子高等学校（男女共学）を経て、桐朋学園大学音楽学

部を卒業。18歳よりヴィオラの指導を受ける。 

2013 年ザルツブルク＝モーツァルト国際室内楽コンクール第 1 位。翌 14 年にザルツブル

クのミラベル宮殿にて演奏。別府アルゲリッチ音楽祭、小澤征爾音楽塾などに参加。 

大学在学時にオーディションを受け、2017年より読売日本交響楽団ヴィオラ奏者。現在は

オーケストラの他、室内楽など様々な分野に活動の幅を広げている。 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 I 〜ウィーン万国博覧会とヨーロッパ 

上野公園 開園 150年に寄せて 

 

ジョン・ハオ（バス・バリトン）Zhong Hao 

中国瀋陽出身。2001年に中国中央音楽学院卒業後、中国中央オペラハウスにて《アイーダ》

エジプト国王、《ドン・カルロ》フィリッポ二世、《フィガロの結婚》バルトロ、《セビリャ

の理髪師》バジリオ、《トスカ》シャルローネ、《魔笛》ザラストロ、《トゥーランドット》

ティムール、《イリス》チェーコ等主要役にて出演。01年から 04年にかけて、北京、香港、

マカオの国際音楽祭に参加。 

05年に来日し、08年東京藝術大学大学院音楽研究科声楽（オペラ）専攻修士課程修了。在

学中、藝大創立 120周年記念《ラ・ボエーム》コッリーネで日本デビュー。10年アンドレ

アス･ホモキ演出《ラ・ボエーム》（びわ湖ホール、神奈川県民ホール、東京二期会共催）

コッリーネ、12年二期会とパルマ王立歌劇場提携公演《ナブッコ》ザッカーリアで絶賛を

浴び、以後も《マクベス》バンコー、《トスカ》シャルローネ等出演。13 年には日生劇場

開場 50 周年記念《フィデリオ》ドン・ピツァロ、14 年二期会とドイツ・フランクフルト

歌劇場共同制作《ドン・カルロ》フィリッポ二世で出演。びわ湖ホール《ラインの黄金》

ファフナー、いずみホール《ドン・ジョヴァンニ》《魔笛》等でも好評を博している。近年、

二期会《清教徒》ジョルジョ、《サムソンとデリラ》アビメルク、《トゥーランドット》テ

ィムール、兵庫芸術文化センター《メリー・ウィドウ》ボグダノヴィッチ、藤沢市民オペ

ラ《ナブッコ》ザッカーリア、九州交響楽団《外套》タルパ、日生劇場《ルチア》ライモ

ンド等多数出演。 

コンサートでも、モーツァルト《レクイエム》、ヴェルディ《レクイエム》、ベートーヴェ

ン《第九》、マーラー《千人の交響曲》、ショスタコーヴィチ《森の歌》等、NHK交響楽団、

東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団をはじめとする多数のオーケストラと共演。 

テレビ朝日《題名のない音楽会》、NHK《ニューイヤーオペラコンサート》等メディアにも

多数出演している。第 38 回イタリア声楽コンクール（毎日新聞社、日本イタリア協会主

催）シエナ部門第 1位シエナ大賞受賞。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 
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白井 圭（ヴァイオリン）Kei Shirai 

1983年トリニダード・トバゴ共和国に生まれる。3歳よりヴァイオリンを庭野冬子の下で

始め、6歳より徳永二男氏の薫陶を受ける。東京藝術大学付属高校を経て、同大学を卒業。

その間、大谷康子、田中千香士、堀 正文、ゴールドベルク山根美代子の各氏に師事。2007

年文化庁の奨学生として留学。ウィーン国立音楽演劇大学室内楽科にてヨハネス・マイス

ル氏に師事する他、ヴェスナ・スタンコービッチ氏の指導を受ける。 

これまでに日本音楽コンクール（第 2位及び増沢賞）、ARDミュンヘン国際コンクール（第

2位及び聴衆賞）、ハイドン国際室内楽コンクール（第 1位及び聴衆賞）を始めとしたコン

クールで受賞歴をもち、ソリストとしてチェコフィルなど内外のオーケストラと共演、ウ

ィーン楽友協会や、ロンドンのウィグモア・ホール、ベルリン・コンツェルトハウス等で

演奏する。 

Trio Accord、Stefan Zweig Trio、Ludwig Chamber Playersのメンバー。レボリューショ

ン・アンサンブル音楽監督。NHK交響楽団ゲスト・コンサートマスター。 

 

出演公演 

2023年 3月 22日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

N響メンバーによる室内楽 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

【第 II部】公園に流れるワーグナーのオペラ：庭園から〈公園〉へ 

 

エギルス・シリンス（バス・バリトン）Egils Silins 

当代きっての最も人気あるバス・バリトン歌手の一人として、その地位を国際的に確立し

ている。 

直近及び今後の活動としては、バイロイト音楽祭でヴォータン、ウィーン国立歌劇場、東

京・春・音楽祭、ライプツィヒ歌劇場でテルラムント、そして芸術宮殿のブダペスト・ワ

ーグナー・デイズでアダム・フィッシャー指揮『リング』、マレク・ヤノフスキ指揮ドレス

デン・フィルハーモニー管弦楽団の『リング』再演におけるヴォータン／さすらい人等が

ある。また、バイエルン国立歌劇場で《ローエングリン》、東京・新国立劇場には《ホフマ

ン物語》の悪役や《トリスタンとイゾルデ》クルヴェナールで再登場する。 

最近の出演には、ロイヤル・オペラ・ハウスの新制作《フィデリオ》、コペンハーゲン・オ

ペラでクルヴェナール、ラトビア国立歌劇場でジェルモン、ビルバオ・オペラ（ABAO）で

大祭司、ヴィースバーデン五月音楽祭でオレスト、『リング』チクルスのヴォータン、東

京・新国立劇場、ベルリン・ドイツ・オペラ、リヨン国立管弦楽団とのヴォータンやオラ

ンダ人等がある。 

昨シーズンは、ベルリン国立歌劇場で《影のない女》バラック、ハンブルク州立歌劇場で

《パルジファル》アムフォルタスと《ワルキューレ》ヴォータン、バイロイト歌劇場のツ

アーやナポリのサン・カルロ劇場、クリスティアン・ティーレマン指揮によるバイロイト

歌劇場デビューで《ワルキューレ》ヴォータン、バルセロナ・リセウ大劇場で新制作《デ

ーモン》、バイエルン国立歌劇場でさすらい人、ドレスデン・フィルハーモニーでリジアル

ト、東京・春・音楽祭でテルラムント等に出演してきた。その前はパリ・オペラ座でフィ

リップ・ジョルダン指揮の《サムソンとデリラ》や《ローエングリン》、ライプツィヒやブ

ダペスト・オペラでさすらい人、バルセロナ・リセウ大劇場でオランダ人、ビルバオ・オ
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ペラ（ABAO）やヴェルビエ音楽祭でヨカナーンを歌った。 

過去のシーズンでは、チューリッヒ歌劇場でヴォータンとヨカナーン、テアトロ・レアル、

ベルリン・ドイツ・オペラ、ゼンパー・オーパー、ロイヤル・オペラ・ハウスでオランダ

人、ベルリン・ドイツ・オペラでヴォータンとセバスティアーノ、バルセロナのリセウ大

劇場とチューリッヒ歌劇場でアムフォルタスとクリングゾル、再びチューリッヒ歌劇場で

イーゴリ公、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスでヨカナーンとオランダ人、パリ・オ

ペラ座とミュンヘンのバイエルン国立歌劇場で『リング』チクルスのヴォータン／さすら

い人、ウィーン・フォルクスオーパーでヨカナーン、北京の中国国家大劇院とオランジュ

音楽祭でテルラムントとオランダ人、モンテカルロ歌劇場でヴォータン、ベルリン国立歌

劇場、ワーグナー・フェスティバル、東京・春・音楽祭でスカルピア、ベルリン・ドイツ・

オペラでクルヴェナール、シカゴのラヴィニア音楽祭でヨカナーン、東京の新国立劇場で

アムフォルタス、ライプツィヒ歌劇場でヴォータンとさすらい人、デュッセルドルフ歌劇

場でオランダ人、ハンブルク歌劇場でエスカミーリョ、マレク・ヤノフスキ指揮による東

京・春・音楽祭の『リング』チクルス及びアダム・フィッシャー指揮によるブタペスト・

ワーグナー・フェスティバルでヴォータンとさすらい人、ケルン歌劇場でマンドリーカ、

ウィーン国立歌劇場でドン・ピツァロ、シンシナティ・ホールでジェームズ・コンロン指

揮のイヤーゴを演じている。 

ラトビアに生まれ、ラトビア音楽アカデミーを卒業。ラトビア国立歌劇場にデビューし、

10の国際コンクールに入賞した後、ウィーン国立歌劇場にデビューした。ブレゲンツ音楽

祭でルビンシテイン《デーモン》タイトルロールを歌って国際的に高く評価され、さらに

タングルウッド音楽祭、サヴォンリンナ・オペラ・フェスティバル、グラインドボーン音

楽祭等、有名な音楽祭にも出演した。また、ウィーン国立歌劇場、ミラノ・スカラ座、メ

トロポリタン歌劇場、ハンブルク州立歌劇場、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウス、ド

レスデンのゼンパー・オーパー、ベルリン・ドイツ・オペラ、ベルリン国立歌劇場、リセ

ウ大劇場、テアトロ・レアル、マリインスキー劇場、チューリッヒ歌劇場、シカゴ・オペ

ラ、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場等、数多くの世界の一流歌劇場にも定期的に出演

している。 

90 を超えるレパートリーには、オランダ人、《ラインの黄金》と《ワルキューレ》ヴォー

タン、《ジークフリート》さすらい人、《パルジファル》アムフォルタスとクリングゾル、

《ローエングリン》テルラムント、《トリスタンとイゾルデ》クルヴェナール、《サロメ》

ヨカナーン、《影のない女》バラック、《エレクトラ》オレスト、《デーモン》デーモン、《ボ

リス・ゴドゥノフ》ランゴーニとボリス・ゴドゥノフ、《サムソンとデリラ》大祭司、《フ

ァウスト》と《ファウストの刧罰》メフィスト、《低地》セバスティアーノ、《オテロ》イ

ヤーゴ、《トスカ》スカルピア、《椿姫》ジェルモン等がある。 

これまでに世界的に著名な指揮者とも共演しており、マレク・ヤノフスキ、クリスティア

ン・ティーレマン、フィリップ・ジョルダン、クリストフ・フォン・ドホナーニ、ズービ

ン・メータ、リッカルド・ムーティ、ファビオ・ルイージ、小澤征爾、ジェームズ・コン

ロン、ニコラウス・アーノンクール、マルチェッロ・ヴィオッティ、マルク・ミンコフス

キ、アンドルー・デイヴィス、コリン・デイヴィス、ダニエレ・ガッティ、ウラディーミ

ル・フェドセーエフ、ネーメ・ヤルヴィ、マリス・ヤンソンス、アンドリス・ネルソンス、

セバスティアン・ヴァイグレ、大野和士、ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー等が挙げ

られる。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
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鈴木康浩（ヴィオラ）Yasuhiro Suzuki 

新潟県生まれ。5 歳よりヴァイオリンを始める。辰巳明子氏に師事。桐朋女子高等学校音

楽科（共学）を経て、桐朋学園大学卒業。読売新聞社新人演奏会出演。第 47回全日本学生

音楽コンクール東京大会高校の部第 1位。卒業後ヴィオラに転向、岡田伸夫氏に師事。第

9 回日本クラシック音楽コンクール全国大会ヴィオラ部門最高位。第 2 回淡路市立しづか

ホールヴィオラコンクール第 2 位。第 12 回宝塚ベガ音楽コンクール弦楽器部門第 1 位。

2001年よりドイツのヘルベルト・フォン・カラヤン・アカデミーで研鑽を積み、その後ベ

ルリン・フィルハーモニー管弦楽団の契約団員となる。03年にはクラズィッシェ・フィル

ハーモニー・ボンのソリストとして、ドイツ各地で演奏し好評を博す。04 年秋に帰国し、

日本で活動を始める。ソロ活動として、東京オペラシティでの「B→C」に出演、リサイタ

ル、読売日本交響楽団とコンチェルトのソリストとして共演、ヴィオラスペースに出演。

室内楽ではレガーメ弦楽四重奏団のメンバーとしてカルテットの活動、王子ホールでの

「MAROワールド」やランチタイムに行われる名曲シリーズ、JTアートホールでは JTアー

トホール室内楽シリーズに度々出演。その他にもセイジ・オザワ松本フェスティバル、宮

崎国際音楽祭等、多方面で活動中。フェリス女学院大学の非常勤講師として後進の指導に

も当たる。現在、読売日本交響楽団ソロ首席ヴィオラ奏者。 

 

出演公演 

2023年 4月 3日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

名手たちによる室内楽の極（きわみ） 

 

須田祥子（ヴィオラ）Sachiko Suda 

6歳よりヴァイオリンを始め、桐朋学園大学在学中にヴィオラに転向し、98年同大学を首

席で卒業。これまでにヴァイオリンを室谷高廣、室内楽を名倉淑子、ヴィオラと室内楽を

岡田伸夫らに師事。97 年、第 7 回日本室内楽コンクール、99 年、第 7 回多摩フレッシュ

音楽コンクール、99 年、第 23 回プレミオ・ヴィットリオ・グイ賞国際コンクール、2000

年、第 2回淡路島しづかホールヴィオラコンクールの全てのコンクールで第 1位優勝。皇

居内御前演奏会、トッパンホールランチタイムコンサート、日本演奏連盟リサイタルシリ

ーズ、FMリサイタル、B→C、ヴィオラスペース等数多くの演奏活動や、ソリストとしても

多くのオーケストラと共演している。特に、「日本の作曲家 2001」及びアンサンブル金沢

との演奏など、NHK-FMでも紹介され高い評価を得た。国内の数多くのオーケストラに首席

として客演している他、宮崎音楽祭、鎌倉ゾリスデン、サイトウ・キネン・オーケストラ

等に度々出演。2015年 5月の「題名のない音楽会」及び 2016年 11月の「ららら♪クラシ

ック」のヴィオラ特集、同月の「題名のない音楽会」の「弦楽四重奏特集」に出演。また

2016年 1月には「報道ステーション」で白川氷柱群の前からヴィオラだけのソロ演奏が生

中継された。現在、東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者、洗足学園大学非常勤講師。

CD『ビオラは歌う』シリーズをリリース。 

 

出演公演 

2023年 4月 2日[日]14:00東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ 

20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 
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ジャクリン・スタッカー（ソプラノ）Jacquelyn Stucker 

ボストン・グローブ紙に「燃えるような」「光輝を放つ」「目が離せない歌姫」と迎えられ

たアメリカのソプラノ歌手であり、演奏会用の作品から、リサイタル、オペラ、現代音楽

まで幅広いレパートリーに熟達している。2022年夏、エクサン・プロヴァンス音楽祭の《ポ

ッペアの戴冠》ポッペアで、途轍もなくインパクトのあるデビューを飾って世界中の称賛

を受け、まさしく新星としての評判を確固たるものにした。今シーズンは、母校とも言え

るロイヤル・オペラ・ハウスに戻って《魔笛》パミーナにデビューするのに加え、ソフィ

ア王妃芸術宮殿にも《ドン・ジョヴァンニ》ツェルリーナで再び登場する。コンサートで

は、ベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》でクラウス・マケラ指揮オスロ・フィルハーモ

ニー管弦楽団にデビューする他、ナタリー・シュトゥッツマン指揮フィラデルフィア管弦

楽団とモーツァルトのアリア及びデュエット作品を集めたコンサート、ドナルド・ラニク

ルズ指揮ミネソタ管弦楽団とベルク《7つの初期の歌曲》で共演する。さらにその先には、

パリ国立オペラ、リセウ大劇場、ロイヤル・オペラ・ハウス、オランダ国立オペラ等の新

制作において主役で登場する予定である。 

過去シーズンで成功を収めた出演としては、エクサン・プロヴァンス音楽祭に《ポッペア

の戴冠》タイトルロールでハウス・デビュー、ロイヤル・オペラ・ハウスで《イェヌーフ

ァ》カロルカ、ソフィア王妃芸術宮殿に《アリオダンテ》ダリンダでデビュー等がある。

コンサートでは、ドナルド・ラニクルズ指揮アトランタ交響楽団で R.シュトラウス《4つ

の最後の歌》と《ヘンゼルとグレーテル》ヘンゼル、NDR エルプフィルハーモニー管弦楽

団でハンス・アイスラー《ドイツ交響曲》、ワシントン・コンサート・オペラで《オルフェ

オとエウリディーチェ》エウリディーチェを歌った。 

その他の最近の主な出演としては、グラインドボーン音楽祭の《リナルド》アルミーダで

胸躍るハウス・デビューと役デビュー、ベルリン・ドイツ・オペラでステファン・ヘアハ

イム演出の《ラインの黄金》フライアの他、《真夏の夜の夢》タイターニア、《ヘンゼルと

グレーテル》グレーテル、バイエルン国立歌劇場とコヴェント・ガーデンのロイヤル・オ

ペラ・ハウスでデイヴィッド・オールデン新演出の《セミラーミデ》アゼーマ等がある。

また、ジェット・パーカー・ヤング・アーティストとしてのロイヤル・オペラ・ハウスに

おける主な出演には、ヘンツェ《フェードラ》アフロディーテ、バリー・コスキー演出の

《カルメン》フラスキータ（18年 3月ロイヤル・オペラ・ハウスのライブ・シネマ・シー

ズンの一部として世界中で放送）、ヘンデル《ベレニーチェ》アレッサンドロ、ジョン・エ

リオット・ガーディナー指揮の《フィガロの結婚》スザンナ（カバー役）、アントニオ・パ

ッパーノ指揮の《スペードの女王》プリレパ等がある。コンサートでは、ソロ・リサイタ

ルでジョン・ハービソン、フェデリコ・ファヴァリ、マーク・キルストフテ等の作品のイ

ギリス初演、コスタリカ国立交響楽団でベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》、ロイヤル・

オペラ・ハウス管弦楽団で J.S.バッハのカンタータ第 82番《我は満ち足れり》、デトロイ

ト交響楽団で R.シュトラウス《4つの最後の歌》、ヴォルフ《イタリア歌曲集》、ヘンデル・

ハイドン協会でグラウプナーとバッハの作品、グランド・ハーモニーでベートーヴェン《あ

あ、不実なる者よ》を歌った。 

ニューイングランド音楽院で音楽の博士号を取得、コヴェント・ガーデンのロイヤル・オ

ペラ・ハウスにてジェット・パーカー・ヤング・アーティスト・プログラムを修了した。

ロンドン・ヘンデル協会ソロ・コンクールのファイナリスト、18年に初開催されたグライ

ンドボーン音楽祭のオペラ・カップにて第 2位入賞、メトロポリタン歌劇場のナショナル・

カウンシル・オーディションでニューイングランド地区のファイナリスト、16年ヤング・

コンサート・アーティスツの国際オーディションでセミファイナリスト、17年メトロポリ

タン歌劇場のナショナル・カウンシル・オーディションでナショナル・セミファイナリス

トとなった。 
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出演公演 

2023年 4月 8日[土]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.10  ブラームス《ドイツ・レクイエム》 

 

クラッシミラ・ストヤノヴァ（ソプラノ）Krassimira Stoyanova 

当代を牽引するソプラノ歌手の一人であり、聴衆のみならず評論家からも称賛を浴びてい

る。ブルガリアに生まれ、プロヴディフ音楽院で声楽とヴァイオリンを学んだ。1995 年、

ソフィア国立歌劇場でデビューを果たし、レパートリーを広げる。その後、ウィーン国立

歌劇場で国際的なキャリアをスタートさせ、引き続き定期的に客演、2009年には宮廷歌手

の称号を授与された。 

主要な歌劇場にも定期的に出演し、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場、パリのオペラ・

バスティーユ、コヴェント・ガーデンのロイヤル・オペラ・ハウス、ミラノ・スカラ座、

チューリッヒ歌劇場、ミュンヘン、ハンブルク、ドレスデン、ベルリンの国立歌劇場等で

歌っている。著名な指揮者とも共演しており、ダニエル・バレンボイム、リッカルド・シ

ャイー、チョン・ミョンフン、ウラディーミル・フェドセーエフ、ダニエレ・ガッティ、

ベルナルト・ハイティンク、マンフレート・ホーネック、マリス・ヤンソンス、ファビオ・

ルイージ、ジェームズ・レヴァイン、ズービン・メータ、リッカルド・ムーティ、小澤征

爾、ジョルジュ・プレートル、ユーリ・テミルカーノフ、クリスティアン・ティーレマン、

フランツ・ウェルザー＝メスト等が挙げられる。 

ソプラノのオペラ・レパートリーは、ベルカントからヴェルディ、プッチーニの大役、リ

ヒャルト・シュトラウス、スラヴのレパートリーまで多岐にわたる。さらにドニゼッティ

《ロアン家のマリア》、ヴェルディ《レニャーノの戦い》、ドヴォルザーク《ディミトリー》

等、演奏機会の少ない作品にも情熱を注いでいる。03年、ザルツブルク音楽祭デビューで

《ホフマン物語》アントニアを歌い、大絶賛された。同音楽祭では、《ばらの騎士》元帥夫

人や《ダナエの愛》ダナエでも大成功を収めている。 

重要な公演としては、バイエルン国立歌劇場、ウィーン国立歌劇場、ミラノ・スカラ座、

ウィーン楽友協会におけるリサイタルの他、リッカルド・ムーティ指揮シカゴ交響楽団で

ロッシーニ《スターバト・マーテル》のコンサート、ミラノ・スカラ座のアイーダ及び《シ

モン・ボッカネグラ》アメーリア、クリスチャン・ティーレマン指揮によるドレスデン・

ゼンパー・オーパーで新制作《ナクソス島のアリアドネ》、ウィーン・フィルハーモニー管

弦楽団とのコンサート、演奏会形式によるシカゴ交響楽団との《アイーダ》、リッカルド・

ムーティ指揮ザルツブルク音楽祭でのヴェルディ《レクイエム》、バイエルン国立歌劇場

での《イル・トロヴァトーレ》レオノーラ等が挙げられる。 

コンサートの舞台でも引く手あまたの歌手の一人であり、例えばベートーヴェン交響曲第

9 番などは、ラヴェンナ音楽祭でリッカルド・ムーティと、ロンドンのセント・ポール大

聖堂でコリン・デイヴィスと、バチカンでマリス・ヤンソンスと、さらにクリスティアン・

ティーレマンやミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団と歌っている。コンサート・レパ

ートリーとしては、ヴェルディ《レクイエム》、ベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》、シ

ュトラウス《4つの最後の歌》、ドヴォルザーク《レクイエム》や《スターバト・マーテル》

等が挙げられる。コロナ禍にも関わらず、19／20年シーズンはシカゴ・リリック・オペラ

の新制作《ルイザ・ミラー》に看板役で登場し、グラーツ楽友協会とチューリッヒ歌劇場

ではリサイタル、ウィーン楽友協会ではリッカルド・ムーティ指揮のヴェルディ《レクイ

エム》に出演している。 

近年の特筆すべき出演には、ミラノ・スカラ座でリッカルド・シャイー指揮によるヴェル

ディ《レクイエム》とベートーヴェン交響曲第 9番、アーティスト・イン・レジデンスと
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してミュンヘン放送交響楽団とのいくつかのコンサート、ドレスデンのゼンパー・オーパ

ーでクリスティアン・ティーレマン指揮の新制作《アイーダ》、そして《ナクソス島のアリ

アドネ》タイトルロールは、ミラノ・スカラ座（ズービン・メータ音楽監督）とフィレン

ツェでの新制作（ダニエレ・ガッティ指揮）がある。 

来る 22／23 年シーズンは、マドリードのテアトロ・レアルとローマ歌劇場にアイーダで

再登場する他、ウィーン国立歌劇場で《トスカ》にも出演予定。加えて、マーラー交響曲

第 8番等のいくつかのコンサートも予定されている。 

オルフェオ・レーベルからリリースされた 4枚のソロ CD『愛の胸騒ぎ』『スラヴ・オペラ・

アリア集』『ヴェルディ』『ヴェリズモ』は、重要な賞を獲得している。ソプラノとピアノ

のためのプッチーニ全歌曲集を収録した最新の CDはナクソスからリリースされている。 

 
出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

周防亮介（ヴァイオリン）Ryosuke Suho 

1995年京都府生まれ。 7歳よりヴァイオリンを始める。 

2016年ヘンリク・ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクール入賞及び審査員特別賞を

受賞。 

2009 年クロスター・シェーンタール国際ヴァイオリンコンクール第 1 位及び 2 つの特別

賞(ヴィルティオーゾ賞、全部門の最高演奏者に贈られる EMCY 賞)、2010 年ダヴィッド・

オイストラフ国際ヴァイオリンコンクール最高位及びスポンサー特別賞を受賞。また 2011

年東京音楽コンクール第 1 位及び聴衆賞、2012 年日本音楽コンクール第 2 位及び聴衆賞

を受賞するなど、数々のコンクールで優勝や入賞の実績を持つ。 

2015年 第 25回出光音楽賞、2016年 第 25回青山音楽新人賞、2018年 大阪文化祭奨励賞

を受賞。 

12歳で京都市交響楽団との共演を皮切りに、パリ管弦楽団、フランス国立管弦楽団、フラ

ンス放送フィルハーモニー管弦楽団、パリ国立歌劇場管弦楽団、ポズナンフィルハーモニ

ック管弦楽団、サンクトペテルブルク国立アカデミー管弦楽団、シュトゥットガルト室内

管弦楽団、プラハ室内管弦楽団、アマデウスポーランド放送室内管弦楽団、NHK交響楽団、

東京交響楽団、読売日本交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモ

ニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽

団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、日本センチュリー交響楽団、関西フィルハーモニ

ー管弦楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団、九州交響楽団、アンサンブル金沢、横浜シ

ンフォニエッタなど、数多くの国内外のオーケストラと共演。また 15 歳で初リサイタル

をおこない、清水和音や江口 玲、上田晴子など第一線で活躍するピアニストと共演を重

ねる。2019年には CHANEL Pygmalion Daysのアーティストに選出され、CHANEL Nexus Hall

にて 6回に及ぶリサイタルや室内楽シリーズに出演。その他、テレビ朝日「題名のない音

楽会」、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」、「ベストオブクラシック」などのメディアにも多数

出演。  

2017年には、ヘンリク・ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクールの入賞記念として、

オクタヴィア・レコードよりファーストアルバム『Souvenir』をリリース。 2021年 5月

には初のコンチェルト・アルバム『チャイコフスキー＆メンデルスゾーン：ヴァイオリン

協奏曲』（オクタヴィア）をリリースした。 

これまでに岡本智紗子、岩谷悠子、小栗まち絵、大谷康子、原田幸一郎、神尾真由子、マ
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キシム・ヴェンゲーロフの各氏に師事し、東京音楽大学特別特待奨学生としてアーティス

ト・ディプロマコースを修了。現在は、江副記念リクルート財団奨学生としてメニューイ

ン国際音楽アカデミーにて研鑽を積んでいる。 使用楽器は NPO 法人イエロー・エンジェ

ルより貸与されている、1678年製ニコロ・アマティ。 

 

出演公演 

2023年 3月 22日[水]19:00東京国立博物館 法隆寺宝物館エントランスホール 

ミュージアム・コンサート  東博でバッハ vol.59 周防亮介（ヴァイオリン） 

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティータ全曲演奏会 第一夜 

2023年 3月 23日[木]19:00東京国立博物館 法隆寺宝物館エントランスホール 

ミュージアム・コンサート  東博でバッハ vol.60 周防亮介（ヴァイオリン） 

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティータ全曲演奏会 第二夜 

 

瀬尾和紀（フルート）Kazunori Seo 

世界中に多数いるフルーティストの中でも、この類まれなる超絶技巧を駆使し多彩な音楽

性を持つことで一際注目を集める瀬尾和紀は、その活動内容からも非常に稀有なフルーテ

ィストの一人といえるだろう。  

1998年、パリ国立高等音楽院を首席で卒業すると同時にニールセン、ランパル、フランセ、

ジュネーヴなどの国際コンクールで立て続けに入賞を果たした瀬尾和紀は、ただちにソリ

ストとして世界各地より脚光を浴び、フランスと日本を拠点にしながらヨーロッパ諸国や

北南米、また中国、台湾、韓国などのアジア諸国において演奏活動を行い、これまでにフ

ィンランドのクフモ室内楽音楽祭をはじめフランス国営放送局モンペリエ音楽祭、済州島

音楽祭、北九州国際音楽祭など、世界各地の音楽祭やフルート・フェスティバル、並びに

国際コンクールの審査員として招かれている。 

日本においては 1999 年に東京都交響楽団とイベールのフルート協奏曲を共演してデビュ

ー以来、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、

日本フィルハーモニー管弦楽団、読売日本交響楽団、札幌交響楽団、大阪フィルハーモニ

ー交響楽団、広島交響楽団、九州交響楽団など各地のオーケストラからソリストとして招

かれ、バロックから現代の協奏曲に至るまで幅広いレパートリーで共演を重ねており、ま

た海外においても 2006 年、フランスの作曲家アンリ＝ジャン・シュブネルが瀬尾のため

に書き下ろしたフルート協奏曲をシンフォニア・フィンランディアと初演。また 2016 年

にはドイツ・ハンブルクの新進気鋭の弦楽合奏団アンサンブル・レゾナンツから招かれ日

本公演の際のソリストとして共演したほか、2020年にはロシアの名門マリインスキー歌劇

場管弦楽団とペンデレツキのフルート協奏曲を演奏するなど、海外オーケストラとの共演

も多い。 

レコーディング活動も精力的に行っており、2001年にハンガリーのニコラウス・エステル

ハージ・シンフォニアと共演した『レオポルト・ホフマン／フルート協奏曲集』（世界初録

音を含む）が NAXOS レーベルよりワールドリリースされ CD デビューを果す。その後、エ

ラート／ワーナー・ミュージックより『シランクス～フランス・フルート近代作品集』（2001

年）、パトリック・ガロワ指揮、シンフォニア・フィンランディア・ユヴァスキュラと共演

した『超絶技巧フルート協奏曲集』（2004 年）などがリリースされ、いずれも音楽関係誌

上などで絶賛を博している。  

2013年からは再び NAXOSレーベルに復帰し、ピアニスト・上野真氏とのコラボレーション

を中心に、モシェレス、ツェルニー、ベートーヴェン、ヴェーバーなどの古典派作品集に

取り組む他、W.F.バッハからピアソラなど、幅広いレパートリーにも着手。並行して自ら
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も「レ・メネストレル」と「ヴィルトゥス・クラシックス」の 2つの CDレーベルを立ち上

げ、20世紀ピアノの巨匠ヴァルター・ギーゼキングが作曲した知られざる室内楽作品を発

掘し録音するなど、フルートのレパートリーに留まらず独自のスタンスでプロデュースを

手がけている。 

近年はフルーティストとしてのみならず編曲や指揮、また共演ピアニストとして活動の場

を広げ、その才能はレコーディング・ディレクターの現場においても活かされている。後

進の育成活動も熱心に行い、2009年から毎夏開催される、秋吉台ミュージック・アカデミ

ー（山口県）を主宰。その他、名古屋音楽大学客員准教授も務める。これまでに京都芸術

祭賞（1999年）、北九州市民文化賞（2000年）、福岡県文化賞（2004年）をそれぞれ受賞。 

瀬尾和紀オフィシャル・ウェブサイト https://kazunoriseo.com 

 
出演公演 

2023年 3月 22日[水]19:00国立科学博物館 地球館地下２階常設展示室 

ミュージアム・コンサート  瀬尾和紀（フルート）＆松尾俊介（ギター） 

 

ブリン・ターフェル（バス・バリトン）Bryn Terfel 

ウェールズ出身のバス・バリトン歌手。世界に名だたるコンサート・ホールやオペラハウ

スに定期的に出演し、並外れたキャリアを築いてきた。 

1989 年 BBC カーディフ国際声楽コンクールで優勝した後、90 年にウェールズ・ナショナ

ル・オペラの《コジ・ファン・トゥッテ》グリエルモでプロのオペラ歌手としてデビュー。

国際的なオペラ界へのデビューは、91年ブリュッセル・モネ劇場の《魔笛》弁者で、アメ

リカ・デビューは同年サンタフェ・オペラで演じたフィガロだった。他に演じた役として

は、《ファウスト》メフィストフェレス、《ドン・ジョヴァンニ》タイトルロールとレポレ

ッロ、《サロメ》ヨカナーン、《ジャンニ・スキッキ》タイトルロール、《放蕩児の遍歴》ニ

ック・シャドウ、《タンホイザー》ヴォルフラム、《ピーター・グライムズ》バルストロー

ド、《ホフマン物語》4人の悪党等がある。 

50 歳の誕生日と芸歴 25 年を記念して、ハリウッドスターのマイケル・シーン司会による

1 回限りのスペシャル・ガラ・コンサートをロイヤル・アルバート・ホールで行なった。

祝典は続いてカーディフのウェールズ・ミレニアム・センターでも行なわれ、ウェールズ・

ナショナル・オペラとの特別コンサートで《トスカ》スカルピアを歌った。 

近年の出演には、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場やグレンジ・パーク・オペラで《フ

ァルスタッフ》、ブカレスト国立オペラで《トスカ》スカルピア、グラーツのシュロスベル

クで《フィデリオ》ドン・ピツァロに役デビュー、コヴェント・ガーデンのロイヤル・オ

ペラ・ハウスで《ドン・パスクワーレ》、《さまよえるオランダ人》オランダ人で ABAOビル

バオ・オペラにハウス・デビュー、チューリヒ歌劇場で《スウィーニー・トッド》、ベルリ

ン・ドイツ・オペラとロイヤル・オペラ・ハウスで《ボリス・ゴドゥノフ》、バイエルン国

立歌劇場、ロイヤル・オペラ・ハウス、ウィーン国立歌劇場で《トスカ》スカルピア等が

ある。 

オペラで特記すべき出演には、ウェールズ・ナショナル・オペラの高い評価を受けた《ニ

ュルンベルクのマイスタージンガー》でハンス・ザックスに役デビュー、ロイヤル・オペ

ラ・ハウスとニューヨークのメトロポリタン歌劇場で『リング』チクルスのヴォータン、

グレンジ・パーク・オペラで《屋根の上のヴァイオリン弾き》テヴィエに役デビュー、イ

ングリッシュ・ナショナル・オペラで《スウィーニー・トッド》、ロンドンにあるサウスバ

ンク・センターの国際フェスティバルの一環で行なわれた 4日間にわたる音楽祭「ブリン

フェスト」のホスト役等が挙げられる。 

自国でのコンサートのみならず、ウェールズ・ミレニアム・センターのオープニング・セ
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レモニーや BBCのプロムス最終夜、ロイヤル・バラエティ・ショーから、アンドレア・ボ

チェッリと共演したニューヨークのセントラル・パークでのガラ・コンサート、スペシャ

ル・クリスマス・コンサートやウェールズのブレコン大聖堂からのメトロポリタン歌劇場

「MET スターズ・ライブ・イン・コンサート」シリーズの世界ライブ配信のキュレーショ

ンに至るまで、幅広い活動をしている。 

最近では、レンヌとパリにおけるブルターニュ国立交響楽団とのコンサート・シリーズで、

ベートーヴェン生誕 250年を記念してオーケストラ編曲によるベートーヴェンのケルト歌

曲を歌った。また、世界中でリサイタルを行なってきたほか、9 年にわたって北ウェール

ズのファイノルで自身の主催するフェスティバルのホストを務めた。 

グラミー賞、クラシカル・ブリット賞、グラモフォン賞を受賞しており、モーツァルトや

ワーグナー、シュトラウスのオペラ作品を含むディスクに加えて、リート曲、アメリカの

ミュージカル作品、ウェールズの民謡や聖歌のレパートリーを含む 15 枚以上のソロ・デ

ィスクがある。 

2003年にオペラへの貢献に対して大英帝国勲章のコマンダー（CBE）、06年にクイーンズ・

メダル・フォー・ミュージック、17年には音楽への貢献に対してナイトの爵位を授与され

ている。アルフレート・テプファー財団によるシェイクスピア賞の最後の受賞者であり、

15年にはロンドンの名誉市民の称号が与えられた。 

 

出演公演 

2023年 4月 5日[水]19:00東京文化会館 大ホール 

ブリン・ターフェル Opera Night 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

フィネガン・ダウニー・ディアー（指揮）Finnegan Downie Dear 

2020 年、バンベルク交響楽団のマーラー国際指揮者コンクールで第 1 位を獲得して世界

的に注目を浴びるようになった。審査員には「これ以上ないくらい自然に、まさに魔法の

ような瞬間を引き出す能力」を持った「率直さと才気とのめずらしい組み合わせ」と評さ

れた。 

22／23年シーズンは、ヤナーチェク《マクロプロス事件》でベルリン国立歌劇場にデビュ

ー、コンサートではシュターツカペレ・ベルリンとの共演も予定されている。また、カメ

ラータ・ザルツブルク、ベルリン・ドイツ交響楽団、タンペレ・フィルハーモニー管弦楽

団、アデレード交響楽団、ボルティモア交響楽団、ボーンマス交響楽団、ポーランド国立

放送交響楽団、東京都交響楽団等のオーケストラにもデビューする他、エーテボリ交響楽

団と再び共演する。 

最近の重要な活動としては、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、バーゼル交響楽団、

ボローニャ歌劇場フィルハーモニー、ボルサン・イスタンブール・フィルハーモニー管弦

楽団、BBCウェールズ交響楽団等の指揮が挙げられる。21年にはバンベルクに戻り、定期

演奏会でトーマス・ハンプソンと共演した。今後のシーズンには、コヴェント・ガーデン

のロイヤル・オペラ・ハウスとアン・デア・ウィーン劇場での新制作を指揮する予定があ

る。 

これまで指揮したオペラは、ポーランド国立歌劇場で《死の都》、ライン・ドイツ・オペラ

と韓国国立オペラで《ヘンゼルとグレーテル》、スウェーデン王立歌劇場で《フィガロの結

婚》、ネヴィル・ホルト・オペラで《ドン・ジョヴァンニ》、ロイヤル・オペラ・ハウスで

ジェラルド・バリー《地下の国のアリス》等が挙げられる。 
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14年から、イースト・ロンドンにある音楽劇カンパニー「シャドウェル」の音楽監督を務

めており、優れた若手ミュージシャンたちと、現代イギリスのレパートリーを守りつつ、

新しいオペラの形式を試している。同カンパニー制作のオリヴァー・ナッセン《かいじゅ

うたちのいるところ》は、19 年にサンクトペテルブルクのマリインスキー劇場、22 年に

バンベルク交響楽団との共演でバンベルクへとツアーで回った。 

ロンドンに生まれ、ケンブリッジ大学（音楽学）と英国王立音楽院（ピアノ）を優秀な成

績で卒業した後、シモーネ・ヤング、トーマス・アデス、サー・サイモン・ラトル、ダニ

エル・ハーディング、リチャード・ベイカーのアシスタントを務めた。 

 

出演公演 

2023年 4月 8日[土]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.10 

ブラームス《ドイツ・レクイエム》 

 

髙木慶太（チェロ）Keita Takagi 

北海道生まれ。6 才よりチェロを始める。桐朋女子高等学校音楽科（共学）及び桐朋学園

大学卒業。同大学院大学を経て 07 年春ロームミュージックファンデーションの奨学金を

得てベルリン芸術大学に留学。第 74 回日本音楽コンクール・チェロ部門第 2 位入賞。01

年いしかわミュージックアカデミーにて IMA賞受賞。第 1回旭川・ウィーン国際弦楽セミ

ナーにて優秀賞を受賞。ドイツ、ベルリンで開催されたドミニコ・ガブリエリチェロコン

クールにて 3位入賞。これまでにアスペン音楽祭、ザルツブルク音楽祭に参加。第 106回

日演連新人演奏会において札幌交響楽団と、大学院大学在学中に桐朋オーケストラ・アカ

デミーと共演。室内楽においては、一般財団法人地域創造アウトリーチ活動の他、同年代

で結成したチェログループ、クァルテット・エクスプローチェ、クァルテット・ヒムヌス、

東京チェロアンサンブル、そして古澤巌率いる品川カルテットのメンバーとして定期的に

ツアー、演奏会を行う。 

ドイツより帰国後、北海道、東京のコンサートホールでチェロリサイタルを開催。チェロ

を上原与四郎氏、毛利伯郎氏、岩崎洸氏、マルクス・ニコシュ氏に師事。 

読売日本交響楽団チェロ奏者。2015年 9月より約 2年間、同楽団のチェロ首席代行奏者を

務め、また国内の主要オーケストラの客演首席にも多数出演。 

 

出演公演 

2023年 4月 3日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

名手たちによる室内楽の極（きわみ） 

 

髙木美来(ピアノ) Miki Takaki 

名古屋市立菊里高等学校音楽科を経て東京藝術大学器楽科ピアノ専攻を卒業、東京藝術大

学大学院音楽研究科修士課程を修了。在学中、同大学院音楽研究科声楽科のティーチング

アシスタントを勤める。第 53回全日本学生音楽コンクール名古屋大会第 2位、第 13回春

日井市音楽コクール第 1位、中日賞。第 131回日演連推薦・新人演奏会に合格、名古屋フ

ィルハーモニー交響楽団と共演。第 6回かずさアカデミア音楽コンクール入選。 

海外では、これまでにヴロツワフ(ポーランド)、ウィーンで公演。2018年には日系移民 150
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周年記念行事に招かれハワイ島ヒロにてソロリサイタル、和楽器とのコンサートに出演し、

好評を博す。 

室内楽奏者としての評判も高く、共演ピアニストとして弦・管楽器、声楽・合唱等のリサ

イタル伴奏や TV・FM 収録をはじめ、コンクールや音楽講習会での公式伴奏者を定期的に

務めるなど、各方面からの信頼も厚い。橋本杏奈氏とは 2010 年クラリネット協会主催コ

ンサートでの共演をきっかけに親交が続き、ソロリサイタルでの共演他、マイケル・コリ

ンズ氏とのデュオリサイタル、FM収録、音楽祭などで共演を重ねている。 

後進の指導にも力を入れており、現在は東京と福岡でレッスンを行う。また各地のピアノ

コンクールの審査も定期的に務めている。 

これまでにピアノを浅井潤子、讃岐京子、藤井博子、笠間春子、G.タッキーノ、青柳 晋の

各氏、室内楽を村井祐児、C.ルローンの各氏に師事。 

2021年 NAGANO国際音楽祭セミナーにて弦楽クラス伴奏者。 

2013年〜長崎おぢか国際音楽祭にて弦楽クラス伴奏者、ピアノクラス講師。東京藝術大学

ピアノ科非常勤講師、弦楽科非常勤講師（伴奏助手）を経て、現在、ピアノ科教育研究助

手。 

 

出演公演 

2023年 4月 4日[火]19:00国立科学博物館 地球館２階常設展示室 

ミュージアム・コンサート  橋本杏奈（クラリネット） 

 

髙梨英次郎（テノール）Eijiro Takanashi 

日本大学芸術学部音楽学科声楽コース卒業、学部長賞受賞。東京藝術大学大学院修士課程

オペラ科修了。二期会オペラ研修所マスタークラス修了。二期会新進声楽家の夕べなどの

演奏会に出演。第 9 回日本演奏家コンクール声楽部門第 1 位。第 39 回イタリア声楽コン

コルソ入選。イタリア・ミラノで研鑽を積む。 

ノヴァーラ市大聖堂でのモーツァルト《レクイエム》ソロなど、イタリア各地で演奏会に

出演。オペラには《ラ・ボエーム》ロドルフォ、《カルメン》ドン・ホセ、レメンダード、

《マクベス》マクダフ、《コジ・ファン・トゥッテ》フェルランド、《ランメルモールのル

チア》エドガルド、《椿姫》アルフレード、《愛の妙薬》ネモリーノ、《こうもり》アルフレ

ード、アイゼンシュタイン、《メリー・ウィドウ》カミーユ、《夕鶴》与ひょう、《カヴァレ

リア・ルスティカーナ》トゥリッドゥ、二期会ニューウェーブ・オペラ《ウリッセの帰還》

アンフィーノモ、藝大オペラ定期《イル・カンピエッロ》ゾルゼート、二期会《トスカ》

スポレッタ、東京・春・音楽祭《ローエングリン》ブラバントの貴族役などで出演。カヴ

ァーキャストとして、セイジ・オザワ・松本フェスティバル《ジャンニ・スキッキ》ゲラ

ルド、《フィガロの結婚》ドン・クルツィオや、小澤征爾音楽塾《カルメン》レメンダード、

《こうもり》ブリント博士を務める。 

コンサートでは上記モーツァルトの《レクイエム》の他に、ベートーヴェン《第九》のソ

リストを日本国内各地、またシンガポールで務める。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
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高群輝夫（チェロ）Teruo Takamure 

桐朋学園大学 C.Dip ｺｰｽで学び、東京藝術大学大学院修士課程修了（古楽専攻）。チェロを

毛利伯郎、バロック・チェロを鈴木秀美の各氏に師事。バロック・アンサンブル「ラ・フ

ォンテーヌ」のメンバーとしてベルギー・ブリュージュ国際古楽コンクール第 2位と聴衆

賞など受賞。以来メンバーとしてロンドン・サウスバンク音楽祭、ヨーク古楽祭など海外

や日本各地の音楽祭や公演など数多くの演奏会に出演、CD アルバム製作にも参加してい

る。2013年まで東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団に在籍、現在様々なオーケスト

ラ、室内楽、また古楽の分野でも活動し「アルキュオン・ピアノトリオ」「タマーズ弦楽四

重奏団」などのメンバーも務める。 

音楽活動を紹介したホームページ：http://violoncello-takamure.jimdo.com 

 

出演公演 

2023年 4月 14日[金]11:00/14:00国立西洋美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「憧憬の地 ブルターニュ」展 記念コンサート vol.2 大竹 奏（フィドル） 
 

武元佳穂（ヴァイオリン）Kaho Takemoto 

第 70回全日本学生音楽コンクール東京大会第 1位、全国大会第 2位。第 33回かながわ音

楽コンクール大賞（神奈川県知事賞）部門最優秀賞。 

第 8回刈谷国際音楽コンクール準グランプリ。 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団と共演。 

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て現在、東京藝術大学 4年在学中。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

竹山 愛（フルート）Ai Takeyama 

東京藝術大学を経て同大学院修士課程修了。ロームミュージックファンデーションの助成

を経てミュンヘン音楽演劇大学 Zertifikatsstudium Meisterklasseを修了。第 79回日本

音楽コンクール第 1位。第 8回神戸国際フルートコンクール第 3位など受賞歴多数。ソロ

アルバム『Plays Paris』『GATE』をリリースし、レコード芸術誌において共に準特選盤・

特選盤に選出された。これまでにソリストとして東京フィルハーモニー交響楽団、東京シ

ティ・フィルハーモニック管弦楽団、神戸市室内合奏団などのオーケストラと共演。NHK-

FM名曲リサイタル、NHK-FMリサイタル・ノヴァ、NHKニューイヤーオペラコンサート、ら

らら♪クラシック、木曽音楽祭、毎日ゾリステンリサイタルシリーズ、横浜国際音楽祭、

芸劇ブランチコンサートシリーズ、MAROワールド等に出演。 

現在東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団首席フルート奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

http://violoncello-takamure.jimdo.com/
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田崎尚美（ソプラノ）Naomi Tasaki 

東京藝術大学卒業時にアカンサス音楽賞および同声会賞を受賞。同大学院修士課程オペラ

科修了。二期会オペラ研修所第 53 期マスタークラス修了時に優秀賞を受賞。第 8 回藤沢

オペラコンクール奨励賞受賞。藝大定期《ファルスタッフ》アリーチェ、藝大オペラ in君

津《ラ・ボエーム》ミミ、丹沢音楽祭《アイーダ》(演奏会形式)タイトルロール等に出演。

2012年二期会、バルセロナ・リセウ大劇場、チューリッヒ歌劇場との共同制作《パルジフ

ァル》（飯守泰次郎指揮）クンドリでセンセーショナルな二期会デビューを飾り、以降、

2013 年神奈川県民ホール・びわ湖ホール《ワルキューレ》ゲルヒルデ、14 年二期会とア

ン・デア・ウィーンとの共同制作《イドメネオ》（準・メルクル指揮）エレットラで出演。

16 年二期会とライプツィヒ歌劇場との提携公演《ナクソス島のアリアドネ》（S.ヤング指

揮）のプリマドンナ／アリアドネ、および 2017年日生劇場《ルサルカ》タイトルロールで

高い評価を得る。2018年には、びわ湖ホール《ワルキューレ》ジークリンデ、日生劇場《魔

笛》侍女Ⅰ、同年 10 月にも、びわ湖ホールにおいて同役で出演。19 年オーケストラ・ニ

ッポニカ 間宮芳生作曲《ニホンザル・スキトオリヒメ》（第 17 回佐川吉男音楽賞受賞作

品）女王ザル、東京・春・音楽祭子どものためのワーグナー《さまよえるオランダ人》ゼ

ンタ、二期会《サロメ》タイトルロールで好評を博す。20年びわ湖ホール《神々の黄昏》

第 3のノルン、グランドオペラ共同制作《トゥーランドット》タイトルロール、21年二期

会《タンホイザー》エリーザベト、東京・春・音楽祭子どものためのワーグナー《パルジ

ファル》クンドリ、宮崎国際音楽祭《トゥーランドット》タイトルロール等出演。22年に

は、新国立劇場デビューとなった《さまよえるオランダ人》ゼンタで絶賛を博した。その

後も、びわ湖ホール《パルジファル》クンドリ、東京・春・音楽祭子どものためのワーグ

ナー《ローエングリン》エルザ、二期会《パルジファル》クンドリで立て続けに出演。ワ

ーグナー・ソプラノとしての評価を確立した。 

20 年、21 年 NHK ニューイヤーオペラに連続出演。ベートーヴェン《第九》やメンデルス

ゾーン《エリヤ》、マーラー 交響曲第 4番、《千人の交響曲》等のコンサート・ソリストも

務める。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

田中 泰（ナビゲーター）Yasushi Tanaka 

1957年横須賀生まれ。1988年「ぴあ」入社以来一貫してクラシックジャンルを担当。2008

年「スプートニク」を設立して独立。J-WAVE「モーニングクラシック」ナビゲーター、JAL

「機内クラシックチャンネル」構成、「アプリ版ぴあ」クラシック統括＆連載エッセイなど

を通じ、一般の人々へのクラシック音楽の普及に尽力。一般財団法人日本クラシックソム

リエ協会代表理事。 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 I 〜ウィーン万国博覧会とヨーロッパ 

上野公園 開園 150年に寄せて 

2023年 4月 14日[金]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 II〜ワーグナーと《指環》 

上野公園 開園 150年に寄せて 
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田原綾子（ヴィオラ）Ayako Tahara 

第 11 回東京音楽コンクール弦楽部門第 1 位及び聴衆賞、第 9 回ルーマニア国際音楽コン

クール全部門グランプリを受賞。 

国内外でソロリサイタルが定期的に行われており、ソリストとして読売日本交響楽団、東

京都交響楽団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団等と共演。室内楽奏者とし

ても国内外の著名なアーティストと多数共演し、オーケストラの客演首席も務めるなど、

活躍の幅を広げている。現代音楽にも意欲的に取り組んでおり、新作の委嘱や世界、日本

初演も数多い。 

TV朝日「題名のない音楽会」、NHK-BS「クラシック音楽館」、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」、

宮崎国際音楽祭、武生国際音楽祭などに出演。第 23回ホテルオークラ音楽賞受賞。 

これまでに桐朋学園大学、桐朋学園大学院大学、パリ・エコールノルマル音楽院、デトモ

ルト音楽大学にて、藤原浜雄、故岡田伸夫、ブルーノ・パスキエ、ファイト・ヘルテンシ

ュタインの各氏に師事。サントリー芸術財団より Paolo Antonio Testoreを貸与されてい

る。 

Music Dialogue Artist、アンサンブル ofトウキョウ、エール弦楽四重奏団、ラ・ルーチ

ェ弦楽八重奏団、Trio Rizzleのメンバーとして活躍中。 

 

出演公演 

2023年 3月 29日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 ボフスラフ・マルティヌー 

 

タレイア・クァルテット 

2014 年東京藝術大学在学時に結成。ザルツブルク＝モーツァルト国際室内楽コンクール

2015第 3位、第 4回宗次ホール弦楽四重奏コンクール第 1位受賞。日本演奏連盟主催「新

進演奏家育成プロジェクト リサイタル・シリーズ」オーディションに合格し、東京文化会

館小ホールにてリサイタルを開催。東京藝大アートフェス 2022 においてゲスト審査員特

別賞受賞。公益財団法人松尾学術振興財団、榎本文化財団、光山文化財団、業務スーパー

ジャパンドリーム財団、公益財団法人板橋区文化・国際交流財団より助成を受ける。プロ

ジェクト Q 第 15、16、17、19 章に参加。サントリーホール室内楽アカデミー第 5 期フェ

ローメンバー。NHK音楽番組「ららら♪クラシック」、「クラシック TV」に出演。宗次ホー

ルにて百武由紀氏、藝大 130周年事業「藝大茶会」にて澤和樹氏、とやま室内楽フェステ

ィバルにて堤 剛氏、第一生命ホールにてクァルテット・エクセルシオ、フィリアホールに

て山崎伸子氏と共演。山崎伸子、磯村和英の各氏に師事。 

 

山田香子（ヴァイオリン）Kako Yamada 
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、同大学を経て、同大学大学院修士課程を首席で

卒業、大学院アカンサス音楽賞を受賞。全日本学生音楽コンクール東京大会入選、大阪国

際音楽コンクール第 2位（部門最高位）等、国内のコンクールで多数受賞。ヴァイオリン

を、沼田園子、山崎貴子、澤 和樹、ジェラール・プーレ、故ペーター・コムローシュ、ピ

エール・アモイヤル、堀 正文、野口千代光、松原勝也の各氏に師事。現在、室内楽やオー

ケストラの客演演奏、後進の指導等幅広く活動している。 
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二村裕美（ヴァイオリン）Hiromi Futamura 

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、同大学卒業。デザイン Kアンリミテッド

国際音楽コンクール 2014 全部門中グランプリ、第 8 回横浜国際音楽コンクールアンサン

ブル部門第 1 位、第 15 回北九州市の若い芸術家を育む会パドロニーニにてグランプリ。

その他国内コンクールにて多数上位入賞。ヴァイオリンを吉田かつ子、西田 博、安冨 洋、

澤 和樹、山崎貴子の各氏に師事。現在、東京藝術大学指揮科教育研究助手を務めながら演

奏活動や後進の指導を行う。 

 

渡部咲耶（ヴィオラ）Sakuya Watanabe 

5 歳よりヴァイオリンを始める。桐朋女子高等学校音楽科をヴァイオリン専攻で卒業後、

東京藝術大学入学時にヴィオラに転向。大学卒業時に同声会賞、大学院修了時に大学院ア

カンサス音楽賞を受賞。国内外の音楽祭、講習会に多数参加。2016年東京芸術大学奏楽堂

にてヘンシェル弦楽四重奏団とモーツァルトの弦楽五重奏曲を共演。これまでヴァイオリ

ンを西川重三、小林すぎ野、久保良治の各氏に、ヴィオラを市坪俊彦氏に師事。 

 

石崎美雨（チェロ）Miu Ishizaki 

8 才よりチェロを始める。第 12 回泉の森ジュニアチェロコンクール高校生以上の部銀賞。

第 68 回全日本学生音楽コンクール東京大会本選 チェロ部門大学の部 3 位。第 12 回ビバ

ホールチェロコンクール井上賞。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝

術大学音楽学部卒業時に同声会賞受賞。山崎伸子、中田 有、増本麻理、中木健二各氏に師

事。2018年より日本フィルハーモニー交響楽団チェロ奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]14:00東京都美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「エゴン・シーレ展」記念コンサート vol.3 タレイア・クァルテット 
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千原正裕（ヴィオラ）Masahiro Chihara 

4 歳よりヴァイオリンを始める。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校入学時にヴィオ

ラに転向。並びに同大学卒業。 

これまでにセイジ・オザワ松本フェスティバル、サイトウ・キネン若い人のための室内楽

勉強会、青少年のためのオペラ、小澤征爾音楽塾、藝大室内楽定期、プロジェクト Q、PMF

オーケストラアカデミー、宮崎国際音楽祭、水戸室内管弦楽団等に参加。 

2009～11年まで兵庫芸術文化センター管弦楽団のメンバー。現在フリーで活動中。ヴィオ

ラを川本嘉子、大野かおるの各氏に師事。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

長 哲也（ファゴット）Tetsuya Cho 

福岡県北九州市出身。11 歳よりファゴットを始める。東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。

リヨン国立高等音楽院（CNSMDL)大学院修了。 

東京藝術大学卒業と同時に東京都交響楽団首席ファゴット奏者に就任。第 30 回日本管打

楽器コンクールファゴット部門第 2 位。同声会賞受賞。第 48 回北九州市民文化奨励賞受

賞。2019年度文化庁新進芸術家海外研修生（フランス、リヨン）。 

2015年東京オペラシティ文化財団主催、リサイタルシリーズ「B→C」に出演。2018年フォ

ンテックよりデビューCD『SOLILOQUY』をリリースし、レコード芸術にて特選盤に選ばれる。 

NHK「ららら♪クラシック」やテレビ朝日「題名のない音楽会」、NHK-FM「リサイタル・ノ

ヴァ」等にも出演。北九州国際音楽祭、東京・春・音楽祭などにも定期的に出演している。 

ファゴットを、永江恵子、石川晃、水谷上総、Carlo Colomboの各氏に師事。 

現在、東京都交響楽団首席ファゴット奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 29日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 ボフスラフ・マルティヌー 

 

塚田堂琉（テノール）Toru Tsukada 

国立音楽大学声楽科卒業。昭和音楽大学専攻科、日本オペラ振興会オペラ歌手育成部修了。

東成学園オペラ、東京シティオペラ協会等でソリストとして活動後、1995年よりイタリア

のミラノにて研鑽を積む。P.M.フェッラーロ、M.フッリンの両氏に師事し、ブレッサノー

ネ、ランチャーノでのマスタークラスを修了。1997年、ノヴァーテ・ミラネーゼでの《蝶々

夫人》ゴロー役でデビューし、ブレーシャのヴェルディ・全オペラ上演シリーズの《群盗》、

《リゴレット》、《椿姫》、《偽のスタニスラオ》、《海賊》、《ファルスタッフ》、《アルツィー

ラ》にソリストとして出演。ミラノを中心に《トスカ》、《セヴィリアの理髪師》、《友人フ

リッツ》などの役も演じ、《蝶々夫人》ではランチャーノ、ボルツァーノなどのイタリア国

内はもとより、フランスのドゥール、エクス・レ・ヴァン、ドイツのフライブルクなどの

劇場にも招かれている。日本国内では故郷の更埴市において、市制 40 周年記念 400 人の

《第九》（ベートーヴェン）のソリスト、ファミリーコンサート他に出演し、2000 年秋に
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は初のソロ・リサイタルを開催している。帰国後もイタリア・ブレーシャで《リゴレット》

ボルサ、《シモン・ボッカネグラ》隊長役に出演。国内では《椿姫》のガストン、《チャー

ルダシュ》ボニ、《外套》ルイージ、《ボエーム》ロドルフォ、《カルメン》ドン・ホセ、レ

メンダード、《おこんじょうるり》ごんすけ、《マクベス》マルコム、《トスカ》スポレッタ、

《道化師》ペッペ、《こうもり》アルフレード、《西部の娘》ニック、《愛の妙薬》ネモリー

ノ、《アンドレアシェニエ》密偵、《天国と地獄》メルキュール、《トゥーランドット》ポン、

《こうもり》アイゼンシュタイン、ブリント役に出演。2003年には《美女と野獣》反吐泥

（ヘデロ）役で日本オペラ協会にデビューし、《三人女たちの物語》次郎冠者、《美女と野

獣》仙蔵、《春琴抄》梶川真平、《天守物語》小田原修理、《静と義経》安達清経に出演。文

化庁主催《カルメン》レメンダードでは全国各地で公演。埼玉県桶川市では、響の森オペ

ラの理事・演出家として制作にも携わっている。 

掛川市・奈良市に於いての日伊文化交流《椿姫》公演では、ローマ歌劇場の演出家 M.D.マ

ッティーア氏の通訳兼助手、ガストン役を演じている。オペラ、オペレッタでは特にキャ

ラクター・テノールの役柄に定評があり、また宗教曲のソリスト、各種コンサートなどで

も活躍している。 

藤原歌劇団団員、日本オペラ協会会員。長野県出身。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

 

辻 彩奈（ヴァイオリン）Ayana Tsuji 

1997 年岐阜県生まれ。2016 年モントリオール国際音楽コンクール第 1 位。モントリオー

ル交響楽団、スイス・ロマンド管弦楽団、NHK 交響楽団、読売日本交響楽団、東京都交響

楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、大阪フィルハ

ーモニー交響楽団など多くの国内外のオーケストラと共演している。2018 年、第 28 回出

光音楽賞を受賞。これまでに小林健次、矢口十詩子、中澤きみ子、小栗まち絵、原田幸一

郎、レジス・パスキエの各氏に師事。東京音楽大学卒業後、同大学アーティストディプロ

マに特別特待奨学生として在籍中。コロナ禍にあって国内公演の代役で幅広く活躍したこ

とは、レパートリーを広く拡充すると共に、経験を深く積むことにつながった。使用楽器

は、NPO法人イエロー・エンジェルより貸与の Joannes Baptista Guadagnini 1748であ

る。 

 

出演公演 

2023年 4月 16日[日]14:00東京都美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「マティス展」 プレ・コンサート 辻 彩奈（ヴァイオリン） 

 

對馬哲男（ヴァイオリン）Tetsuo Tsushima 

東京藝術大学音楽学部器楽科卒業後、同大学音楽研究科修士課程修了。三菱地所賞、アカ

ンサス音楽賞受賞。読売新人演奏会、藝大室内楽定期演奏会、JTが育てるアンサンブルシ

リーズ等に出演。第 22 回かながわ音楽コンクール最優秀賞、神奈川県知事賞受賞。第 60

回全日本学生音楽コンクール全国大会第 1位。第 23回リゾナーレ室内楽セミナー優秀賞。 

現在、読売日本交響楽団次席第 1ヴァイオリン奏者。 
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出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 I 〜ウィーン万国博覧会とヨーロッパ 

上野公園 開園 150年に寄せて 

 

辻本 玲（チェロ）Rei Tsujimoto 

7歳よりチェロを始める。11歳まで米国フィラデルフィアで過ごし、東京藝術大学音楽学

部器楽科を首席で卒業（アカンサス音楽賞受賞）。その後ロームミュージックファンデーシ

ョンより奨学金を得て、シベリウス・アカデミー（フィンランド）、ベルン芸術大学（スイ

ス）に留学。2003年、第 72回日本音楽コンクール第 2位、併せて聴衆賞 受賞。2007年度

青山音楽賞新人賞受賞。2006 年、2007 年、ヴァイオリニスト五嶋みどり氏が主催する

「Community Engagement Program」に参加し、世界各地で共演。2009年、第 2回ガスパー

ル・カサド国際チェロ・コンクール第 3位入賞（日本人最高位）、併せて日本人作品最優秀

演奏賞を受賞。2011 年にサントリーホール他 5 大都市でデビュー・リサイタルを開催。

2013 年、第 12 回齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。ソロ活動と並行して、サイトウ・キ

ネン・オーケストラやアルカス佐世保のレジデンス・カルテットの一員として活動するほ

か、チェロ四重奏団「クァルテット・エクスプローチェ」「及川浩治トリオ Bee」「ひばり

弦楽四重奏団」などの室内楽にも多数参加。2016年に別府アルゲリッチ音楽祭にてワディ

ム・レーピンと共演するなど実力派チェリストとして高い評価を得ている。2019年にソロ

CD『オブリヴィオン』をリリースしレコード芸術誌にて特選盤に選出。日本フィルハーモ

ニー交響楽団ソロ・チェロ奏者を経て、現在は NHK交響楽団首席チェロ奏者を務める。 

これまでに、NHK 交響楽団、東京交響楽団、読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー

交響楽団、関西フィルハ−モニ−管弦楽団、日本センチュリー交響楽団、ロシア国立交響楽

団、ベルリン交響楽団等と共演。メタ・ワッツ、オーランド・コール、川元適益、上村 昇、

山崎伸子、アルト・ノラス、アントニオ・メネセスの各氏に師事。 

使用楽器は NPO 法人イエロー・エンジェルより 1730 年製作のアントニオ・ストラディヴ

ァリウスを、弓は匿名のコレクターより Tourteを、特別に貸与されている。 

公式サイト http://www.rei-tsujimoto.com 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150 年に寄せて  

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

2023年 4月 2日[日]14:00東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ 20 世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 

  

http://www.rei-tsujimoto.com/
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辻本憲一（トランペット）Kenichi Tsujimoto 

1994年東京藝術大学音楽学部器楽科入学 

1996年第 65回日本音楽コンクール第 2位、特別賞受賞、第 13回日本管打楽器コンクール

第 2位受賞 

1997年東京フィルハーモニー交響楽団入団 

1998年東京藝術大学音楽学部器楽科卒業 

2000年〜2001年アフィニス文化財団の奨学金を受けドイツ ハンブルグに留学、エリーゼ・

マイヤーコンクール第 1位受賞 

2004年東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者就任 

2016年より読売日本交響楽団首席奏者 

これまでにトランペットを野間裕史、北村源三、杉木峯夫、福田善亮、マティアス・へフ

スに師事。 

東京音楽大学、昭和音楽大学非常勤講師。 

 

出演公演 

2023年 3月 29日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 ボフスラフ・マルティヌー 

 

土橋庸人（ギター）Tsunehito Tsuchihashi 

ベルリン国立音楽大学ハンス・アイスラー大学院修了。第 1回パン・パシフィック現代音

楽コンクール アンサンブルの部 第 1位、ウィーン・ギターフォーラム現代音楽賞、競楽

XIII にて、入選及び審査員特別奨励賞を受賞。これまでにギターを松居孝行、佐藤紀雄、

D.ゲーリッツの各氏に師事。 

 

出演公演 

2023年 3月 24日[金]19:00上野の森美術館 展示室 

ミュージアム・コンサート 

山田 岳（ギター）〜現代美術と音楽が出会うとき 

 

寺嶋陸也（指揮／ピアノ）Rikuya Terashima 

1964年生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒、同大学院修了。オペラシアターこんにゃ

く座での活動や、97年東京都現代美術館でのポンピドー・コレクション展開催記念サティ

連続コンサート「伝統の変装」、03 年パリ日本文化会館における作品個展「東洋・西洋の

音楽の交流」などは高く評価され、06年にはタングルウッド音楽祭に招かれボストン交響

楽団のメンバーと自作を含む室内楽を演奏した。作曲、ピアノ演奏のほか、東京室内歌劇

場やびわ湖ホールのオペラ公演の指揮など、活動は多方面にわたる。オペラ《あん》《グス

コーブドリの伝記》《ヒト・マル》《ガリレイの生涯》《末摘花》、合唱オペラ《そして旅に

出た》、合唱劇《星の王子さま》、《尺八・二十絃箏と管弦楽のための協奏曲》、合唱のため

の《詩篇第 49番》《沖縄のスケッチ》、オーボエ・三味線と打楽器のための《異郷の景色》、

古代復元楽器のための《大陸・半島・島》など作品多数。 

『大陸・半島・島／寺嶋陸也作品集』（ALCD9026)、『二月から十一月への愛のうた（栗山文
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昭の芸術 2／寺嶋陸也作品集）』（VICS61092）『寺嶋陸也 plays 林光』（NARD5034）『寺嶋陸

也ピアノリサイタル～シューベルト 3 大ソナタを弾く～』（NARC2129～30）など、多くの

CDがある。 

お茶の水女子大学文教育学部非常勤講師。 

 

出演公演 

2023年 3月 22日[水]14:00東京文化会館 小ホール 

にほんのうた XII～東京オペラシンガーズ 合唱で聴く美しい日本のうた 

 

東京オペラシンガーズ(合唱) Tokyo Opera Singers 

1992年、小澤征爾指揮、蜷川幸雄演出で話題を呼んだ《さまよえるオランダ人》の公演に

際して、世界的水準のコーラスをという小澤氏の要請により、東京を中心に活躍する中堅、

若手の声楽家によって組織された。当公演の合唱は圧倒的な成果を上げ、各方面から絶賛

を受けた。その評価により同年、第 1回サイトウ・キネン・フェスティバル松本《エディ

プス王》、バイエルン国立歌劇場日本公演《さまよえるオランダ人》（W.サヴァリッシュ指

揮）に招かれ、再び高い評価を得た。 

翌 1993年から活動は本格化し、サイトウ・キネン・フェスティバル（現セイジ・オザワ松

本フェスティバル）、東京・春・音楽祭等を活動の中心に置く他、キーロフ歌劇場管弦楽団

（B.ゲルギエフ指揮）、サンクトペテルブルク・フィルハーモニー交響楽団(Y.テミルカー

ノフ指揮）、バルセロナ交響楽団（大野和士指揮）、イタリア国立放送交響楽団等の来日公

演に出演、音楽界の活性化に大きく貢献することとなった。1998年には長野冬季オリンピ

ック開会式において、世界 6ヵ国を結ぶ《第九》合唱で、中心となる日本側の演奏を担当

した。1999年にはヨーロッパの代表的音楽祭の一つであるエディンバラ音楽祭に出演（東

急文化村制作《トゥーランドット》）、最大級の賞賛を得た。2000／01年ウィーン・フィル

ハーモニー管弦楽団と共演（小澤征爾、S.ラトル指揮）、同楽団からも高い評価を得た。東

京・春・音楽祭には、東京のオペラの森時代も含めて第 1回から連続出演。2006年にヴェ

ルディ《レクイエム》で共演した R.ムーティからも高い評価を得、以降 2016 年まで 5 回

の共演をはたしている。東京春祭では他に 2010年からスタートした東京春祭ワーグナー・

シリーズの合唱も担当、2011年には主要メンバーによる「にほんのうた」シリーズを開始。

また 2011年 4月 11 日、大震災一月後に急きょ開催された Z.メータ指揮《第九》（東日本

大震災被災者支援チャリティーコンサート）にも出演、当公演は大きな感動を呼んだ。2018

年 10月上海国際芸術祭、翌年 3月上海交響楽団演奏会、2019年 1月には R.ムーティ指揮

シカゴ交響楽団来日公演に出演。2020年 1月北京国際芸術祭「相約北京」に出演。 

 

出演公演 

2023年 3月 22日[水]14:00東京文化会館 小ホール 

にほんのうた XII～東京オペラシンガーズ  合唱で聴く美しい日本のうた 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

2023年 4月 8日[土]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.10  ブラームス《ドイツ・レクイエム》 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 
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東京交響楽団(管弦楽) Tokyo Symphony Orchestra 

1946年、第二次世界大戦によって中断された音楽文化の再建と、新しい舞台音楽の公演を

目標に「東宝交響楽団」として創立。1951 年に「東京交響楽団」に改称し、現在に至る。

歴代の指揮者陣には、往年の名指揮者アルヴィド・ヤンソンス、近衛秀麿や上田仁らが名

を連ね、外来音楽家が珍しかった 1950 年代から世界的な演奏家と数多く共演する。指揮

者ではマゼール、ヨッフム、フルネ、カザルス、独奏者ではバックハウス、オイストラフ、

ケンプ、ロストロポーヴィチらを迎え、聴衆を魅了してきた。 

現代音楽やオペラの初演に定評があり、主な作品には 1940～50 年代にかけてのショスタ

コーヴィチ「交響曲第 7 番～第 12 番」の日本初演、武満徹「弦楽のためのレクイエム」

（1957年、委嘱初演）、シェーンベルクの歌劇《モーゼとアロン》（1994年、邦人初演、演

奏会形式）、ラッヘンマンのオペラ《マッチ売りの少女》（2000年、日本初演、演奏会形式）、

黛敏郎のオペラ《古事記》（2001年、日本初演、演奏会形式）、アダムズ《エル・ニーニョ》

（2003 年、日本初演）とオペラ《フラワリングツリー＊花咲く木》（2008 年、日本初演、

セミ・ステージ形式）、ヘンツェのオペラ《ルプパ》（2007 年、日本初演、演奏会形式）、

ヤナーチェク・オペラシリーズがある。これらの活動により、現代音楽やオペラの初演に

定評があり、これまでに文部大臣賞、京都音楽賞大賞、文化庁芸術作品賞、モービル音楽

賞、サントリー音楽賞、川崎市文化賞など日本の主要な音楽賞の殆どを受賞。 

2014 年シーズンより、ジョナサン・ノットが第 3 代音楽監督に就任。音楽監督ジョナサ

ン・ノットと共に 3 年がかりで取り組んだ「モーツァルト 演奏会形式オペラ」や、ミュ

ーザ川崎シンフォニーホール開館 15 周年記念公演《グレの歌》はいずれも高い評価を得

た。2019 年には音楽監督ジョナサン・ノット指揮『マーラー：交響曲第 10 番＆ブルック

ナー：交響曲第 9番』が第 31回ミュージック・ペンクラブ音楽賞「優秀録音作品賞」を、

翌 2020年には第 32回ミュージック・ペンクラブ音楽賞「オペラ・オーケストラ部門」「室

内楽・合唱部門（東響コーラス）」を W 受賞した。また、音楽誌「音楽の友」の『41 人の

音楽評論家・記者が選ぶ「コンサート・ベストテン 2019」』にて、最多の 3 公演が選出さ

れた。 

ITへの取り組みにも積極的で、「VRオーケストラ」や電子チケットの導入、日本のオーケ

ストラとしてはじめて音楽・動画配信サービス『TSO MUSIC&VIDEO SUBSCRIPTION』をスタ

ートしたほか、2020 年 3月にニコニコ生放送でライブ配信した無観客演奏会は約 20 万人

が視聴し注目を集めた。2021年 3月文化庁委託事業「文化芸術収益力強化事業」では代表

幹事団体として、全国のプロオーケストラとともにチームラボボーダレスでの新感覚コン

サートを開催、プロオーケストラとして初めて電子チケットを導入した。 

録音においては、TOKYO SYMPHONYレーベル『シューベルト交響曲集（指揮＝ユベール・ス

ダーン）』をはじめ、EXTONレーベル『ショスタコーヴィチ：交響曲第 5番（指揮＝ジョナ

サン・ノット）』、N&Fレーベル『ブルックナー：交響曲第 7番、第 8番（指揮＝ユベール・

スダーン）』、キングレコード、日本コロムビア等から多数の CD をリリース。映画やテレ

ビでの演奏も数多く、中でもテレビ朝日「題名のない音楽会」は、1964年の番組開始時よ

りレギュラー出演している。 

舞台芸術創造活動活性化事業として文化庁の助成を受け、サントリーホール、ミューザ川

崎シンフォニーホール、東京オペラシティコンサートホールで主催公演を行うほか、2004

年からは川崎市のフランチャイズオーケストラとして定期演奏会や特別演奏会、音楽鑑賞

教室や市内施設への巡回公演などのコミュニティ活動を実施している。これらが高く評価

され、2013年に川崎市文化賞を受賞。2020年には「マッチングギフトコンサート」が川崎

市の支援のもと開催され、自治体とオーケストラによる前例のない取組が注目を集めた。

また、新潟市では 1999 年より準フランチャイズ契約のもと、定期演奏会や「わくわくキ

ッズコンサート」、学校や病院で室内楽演奏を行い、コンサートやアウトリーチなどを積
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極的に展開している。これら地域に密着した活動の一方で、海外においてもウィーン・楽

友協会での公演（2016 年）、日中平和友好条約締結 40 周年記念公演（2018 年）等これま

で 58都市 78公演を行い、国際交流の実を挙げてきた。 

また、新国立劇場では 1997 年の開館時からレギュラーオーケストラとしてオペラ・バレ

エ公演を担当。さらに、子どものための演奏会にもいち早く取り組んでおり、「0歳からの

オーケストラ」（2007 年～）が“次世代への音楽文化の伝承に多大に寄与している”とし

て、2010年にひまわり褒章を受賞。サントリーホールとの共催による「こども定期演奏会」

（2001年～）は、日本で初めての“子どものための定期演奏会”という、その斬新な発想

が多方面から注目されている。 

2021年 6月には、理事長に松竹株式会常務取締役の岡崎哲也を迎え、澤田秀雄会長、依田

巽、平澤創両副理事長での体制に移行した。第 3代音楽監督にジョナサン・ノット、桂冠

指揮者に秋山和慶、ユベール・スダーン、正指揮者に原田慶太楼、名誉客演指揮者に大友

直人を擁する。 

 
出演公演 

2023年 4月 5日[水]19:00東京文化会館 大ホール 

ブリン・ターフェル Opera Night 

 

東京少年少女合唱隊（児童合唱）The Little Singers of Tokyo 

ヨーロッパの伝統音楽に基づく音楽教育を目的とする日本初の本格派合唱団として 1951

年設立。グレゴリオ聖歌から現代作品までレパートリーは幅広く、同声から混声の合唱作

品までをカバーする。松平頼暁、一柳慧、細川俊夫等への委嘱作品も多く手掛ける。6 歳

からの基礎クラスと 15歳から 19歳までの演奏グループ「コンサートコア」の他、混声合

唱作品に対応する「カンマーコア」まで幅広い年齢構成で活動している。年 2回の定期公

演の他、1964 年の訪米以来海外公演は 33 回を数える。国内外のオーケストラ、オペラ劇

場との共演も多く、C.アバド指揮ベルリン･フィルハーモニー管弦楽団をはじめ R.ムーテ

ィ、F.ルイージとの共演では高い評価を得た。創立 65 周年プロジェクトではマカオとイ

タリアの各地で公演を実施。サン･ピエトロ大聖堂の新年ミサではフランシスコ･ローマ教

皇のもとで全世界の聖歌隊と共に平和祈願を捧げた。2021 年に創立 70 周年を迎え、連続

演奏会「70周年記念コンサートシリーズ 2021-2023」を実施している。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

東京都交響楽団（管弦楽）Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra 

東京オリンピックの記念文化事業として 1965年東京都が設立（略称：都響）。 

現在、大野和士が音楽監督、アラン・ギルバートが首席客演指揮者、小泉和裕が終身名誉

指揮者、エリアフ・インバルが桂冠指揮者を務めている。また、ソロ・コンサートマスタ

ーを矢部達哉、四方恭子、コンサートマスターを山本友重が務めている。 

東京文化会館、サントリーホール、東京芸術劇場での定期演奏会を中心に、小中学生への

音楽鑑賞教室（50 回以上／年）、青少年への音楽普及プログラム、多摩・島しょ地域での

出張演奏、ハンディキャップを持つ方のための「ふれあいコンサート」や福祉施設での訪
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問演奏のほか、2018 年からは、誰もが音楽の楽しさを体感・表現できる「サラダ音楽祭」

を開催するなど、多彩な活動を展開。 

CDリリースは、若杉弘、ガリー・ベルティーニ、エリアフ・インバルによる各『マーラー

交響曲集』のほか、武満徹作品集などの現代日本管弦楽曲、交響組曲『ドラゴンクエスト』

（全シリーズ）や『Fate／Grand Order』などのゲーム音楽まで多岐にわたる。 

受賞歴に、京都音楽賞大賞（第 6 回）、インバル指揮ショスタコーヴィチ：交響曲第 4 番

でレコード・アカデミー賞〈交響曲部門〉（第 50回）、インバル＝都響 新・マーラー・ツ

ィクルスで〈特別部門：特別賞〉（第 53回）など。 

「首都東京の音楽大使」たる役割を担い、これまで欧米やアジアで公演を成功させ、国際

的な評価を得ている。 

2021 年 7 月に開催された東京 2020 オリンピック競技大会開会式では、《オリンピック讃

歌》の演奏（大野和士指揮／録音）を務めた。 

 

出演公演 

2023年 4月 8日[土]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.10  ブラームス《ドイツ・レクイエム》 

 

東京春祭オーケストラ（管弦楽）Tokyo-HARUSAI Festival Orchestra 

今回の東京・春・音楽祭のために特別に編成されたオーケストラ。主要オーケストラメン

バーを中心に、国内外で活躍する日本の若手演奏家によって構成されている。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

徳永真一郎（ギター）Shin-ichiro Tokunaga 

徳島県出まれ。9歳からギターを川竹道夫に学ぶ。2003年、スペインギター音楽コンクー

ルおよび日本ギターコンクール優勝。19 歳で渡仏し、ストラスブール音楽院でアレクシ

ス・ムズラキスに、古楽・リュートを今村泰典に師事。その後、2011年よりパリ国立高等

音楽院でローラン・ディアンスに師事し、2016年に修士課程を満場一致の首席で卒業。パ

リではジュディカエル・ペロワにも師事した。また、ステファノ・グロンドーナ、ゾーラ

ン・ドゥキッチ、カルロ・マルキオーネのマスタークラスを受講し、キジアーナ音楽院で

はオスカー・ギリアのクラスで最優秀ディプロマを取得した。 

数多くの国際コンクールで優秀な成績を残しており、2018年にはヴェリア国際ギター・コ

ンクール（ギリシャ）のコンチェルト部門で第 2位を受賞した。このほか、2008年ナクソ

ス国際ギター・コンクール（ギリシャ）第 3位、2010年オルシュティン国際ギター・コン

クール（ポーランド）第 1位およびグランプリ、2016年にはブーローニュ・ビヤンクール
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現代音楽コンクール（フランス）「Musique du dernier siècle 2016」で審査員特別賞の

課題曲賞を受賞した。 

2017年、マドリッドのソフィア王妃芸術センターにて、松宮圭太の《ギターとアンサンブ

ルのための小協奏曲》をジョルディ・フランセス指揮アンサンブル・ソニド・エクストレ

モとの共演で世界初演し、話題を呼んだ。またこれまでに、カレンツァーナ音楽祭（共演

小林真理、メゾソプラノ）や、パリ国際ギター・フェスティバル等の音楽祭にも出演して

いる。 

近年のハイライトは、2022 年東京オペラシティでのリサイタル「B→C(バッハからコンテ

ンポラリーへ)」、2019年大野和士×バルセロナ交響楽団公演へゲスト出演したほか、全国

各地でリサイタルや室内楽に出演。2019年に公開された映画『マチネの終わりに』の撮影

協力にも携わる。また、タレガ・ギターカルテットのメンバーとしても活動している。 

2018 年 7 月、マイスターミュージックより近代スペインの作曲家による作品とフランス

の作品を集めたデビュー・アルバム『テリュール』をリリース。このアルバムは、平成 30

年度文化庁芸術祭のレコード部門優秀賞受賞という快挙を成し遂げた。平成 30 年度よん

でん芸術文化奨励賞受賞。 

パリ在学中は、ヤマハ音楽振興会留学奨学生、フランスではタラツィ財団および ADAMI財

団奨学生として研鑽を積んだ。 

 

出演公演 

2023年 3月 29日[水]19:00東京国立博物館 法隆寺宝物館エントランスホール 

ミュージアム・コンサート 

東博でバッハ vol.61 徳永真一郎（ギター） 

 

戸田弥生（ヴァイオリン）Yayoi Toda 

1993年エリザベート王妃国際音楽コンクール優勝以来、日本を代表するヴァイオリニスト

の一人として、圧倒的な集中力による情熱的な演奏で聴く者を魅了している。 

4 歳からヴァイオリンを始める。85 年第 54 回日本音楽コンクール第 1 位。桐朋学園大学

音楽学部を首席で卒業し、92年アムステルダムのスウェーリンク音楽院に留学。これまで

に、江藤俊哉、ヘルマン・クレバース、シャルル・アンドレ・リナール、ドロシー・ディ

レイの各氏ほかに師事。 

日本の数多くのオーケストラはもとより、ニューヨーク・チェンバー、モスクワ・フィル

ハーモニー、プラハ・チェンバー、ハーグ・レジデンティ管弦楽団、スウェーデン放送交

響楽団、ボン・ベートーヴェン・ハレ管弦楽団、北オランダ・フィルハーモニー、セント・

マーティン・アカデミー管弦楽団、ロンドン・フィルハーモニー、ベルガモ室内オーケス

トラ、ドイツ・カンマー・フィルハーモニーなどに出演、小澤征爾、ユーリー・シモノフ、

シュロモ・ミンツ、ジャン・ジャック・カントロフ、アレキサンダー・シュナイダー、ス

タニスラフ・ブーニン、ジャン・フルネ、ガリー・ベルティーニ、マルタ・アルゲリッチ、

フランク・ブラレイ、アブデル・ラーマン・エル=バシャ、ジェラール・コセらとも共演し

ている。 

94 年、第 4 回出光音楽賞受賞。96 年ニューヨークのジュリアード音楽院からディレイ・

スカラシップを受け留学。97 年にニューヨーク･デビューを果たし絶賛を博す。また、オ

ランダの作曲家トリスタン・カーリス（1946～1996）からヴァイオリン協奏曲第 2番（1995）

を献呈され、アムステルダム・コンセルトヘボウで初演。99年にカーネギー・リサイタル・

ホールで室内楽を中心としたリサイタル「Yayoi and friends」を開催。2009年にはアジ

アにも活動の場を広げ、上海で室内楽や武漢交響楽団と共演、韓国でジェジュ音楽祭に出
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演。2010 年は 4 月にオランダとスペインでのヴァイオリン・マスタークラスを、11 月に

ピアノのヴァレリー・アファナシェフとのデュオを東京および福井で行なった。デビュー

20 周年を迎えた 2013 年には、東京、大阪、神戸、福井にて、協奏曲、デュオ、無伴奏等

で大好評を博した。2017 年国際音楽祭 NIPPON、18 年びわ湖クラシック音楽祭で演奏。東

京・春・音楽祭にも定期的に出演している。19年 8月にはフェリス女学院大学名誉教授宮

本とも子氏とボストン他郊外の主要な教会で名器 C.B.Fisk オルガンとの共演を果たし

た。国内外のコンクール審査員としても招かれ、2005年にはエリザベート王妃国際音楽コ

ンクールのヴァイオリン部門審査員を務めた。現在フェリス女学院大学音楽学部演奏学科

教授、桐朋学園大学音楽学部非常勤講師。 

CDは 2002年録音の『バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ＆パルティータ全曲』、『20世

紀 無伴奏ヴァイオリン作品集』などの無伴奏作品の他、珠玉の小品集『子供の夢』、エル

＝バシャとの『フランク：ソナタ、シューマン：ソナタ第 2 番』、『エネスク：ソナタ第 3

番、バルトーク：ソナタ第 1番』。2022年 4月には 20年ぶりの再録音となる『バッハ：無

伴奏全曲』をリリース。 

使用楽器はシャコンヌ (カノン)所有のグァルネリ・デル・ジェス（1728年製作）。 

オフィシャルホームページ https://yayoi-toda.com/ 

 

出演公演 

2023年 4月 1日[土]14:00旧東京音楽学校奏楽堂 

戸田弥生（ヴァイオリン）イザイ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 全曲演奏会 

 

富岡廉太郎（チェロ）Rentaro Tomioka 
前出→p15 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

150年前の世界 I 〜ウィーン万国博覧会とヨーロッパ 

上野公園 開園 150年に寄せて 

 

友清 崇（バリトン）Takashi Tomokiyo 

桐朋学園大学声楽科卒業。同大学研究科修了。二期会オペラ研修所マスタークラス修了時

に優秀賞および奨励賞を受賞。平成 15 年度文化庁新進芸術家国内研修員としてイタリア

にて研鑽を積む。99 年より 05 年まで新国立劇場合唱団に所属し数多くのオペラに出演。

その間ソリストとしても活動し、NHK 交響楽団特別公演ダラピッコラ《囚われ人》司祭、

新国立劇場-ガッツァニーガ《ドン・ジョヴァンニ》ランテルナ、錦織健プロデュースオペ

ラ《セビリアの理髪師》フィオレッロ、調布市民オペラ《ラ・ボエーム》ショナール、《こ

うもり》ファルケ、桐朋学園大学オペラ《チェネレントラ》ダンディーニ等に出演。 

05年よりオーストリアへ留学。ウィーン国立音楽大学研究課程声楽科を修了。帰国後、第

7回藤沢オペラコンクールにて第 2位受賞、第 77回日本音楽コンクール歌曲部門入選。09

年 R.シュトラウス《カプリッチョ》にて東京二期会オペラ劇場デビュー。10 年には二期

会《魔笛》パパゲーノに出演、11年、現代オペラ演出界最大の鬼才ペーター・コンヴィチ

ュニー演出による R.シュトラウス《サロメ》では高い演劇性を求められる演出のなかでヨ

カナーンを見事に演じた。12 年二期会《パルジファル》クリングゾル、13 年藤沢市民オ

ペラ《フィガロの結婚》フィガロ、14 年横浜みなとみらいホール《竹取物語》（演奏会形

式）帝に出演。16年二期会《トリスタンとイゾルデ》クルヴェナールでは、完成度の高い

https://yayoi-toda.com/
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歌唱と精練な役作りで好演。ワーグナー歌いとしての評価を確立した。以降も、17年新国

立劇場「ジークフリートハイライトコンサート」アルベリヒ、18年二期会《ローエングリ

ン》伝令、新国立劇場鑑賞教室《トスカ》アンジェロッティ、19年東京・春・音楽祭子ど

ものためのワーグナー《さまよえるオランダ人》タイトルロール、大阪国際フェスティバ

ル《サロメ》ヨハナーン、20年二期会《フィデリオ》ドン・ピツァロ、21年二期会《タン

ホイザー》ビーテロルフ、東京・春・音楽祭子どものためのワーグナー《パルジファル》

クリングゾル、22年びわ湖ホール《パルジファル》ティトゥレル、東京・春・音楽祭子ど

ものためのワーグナー《ローエングリン》テルラムント等数多く出演。同年二期会《パル

ジファル》クリングゾルでも鮮烈な印象を残した。 

コンサートではヘンデル《メサイア》、モーツァルト《レクイエム》、ベートーヴェン《第

九》、プッチーニ《グロリア・ミサ》、フォーレ《レクイエム》等のソロを務める。二期会

会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

トリオ・アコード Trio Accord 

2003年、東京藝術大学在学中に同級生である 3人－白井圭（ヴァイオリン）、門脇大樹（チ

ェロ）、津田裕也（ピアノ）－により結成されたピアノ・トリオ。東京藝術大学卒業後、そ

れぞれがウィーン国立音楽大学、アムステルダム国立音楽院、ベルリン芸術大学へと留学

したため一時活動を中断していたが、近年公演を再開、その演奏の密度の濃さに各地にて

好評を博し、今後の活動に期待が高まっている。古典から近代まで広範にわたるレパート

リーを誇り、東京をはじめとして、兵庫、札幌、仙台、広島、新潟、北九州、和歌山、福

井、名古屋など全国各地にて演奏活動を行う。トリオとしてこれまでに、ゴールドベルク

山根美代子、田中千香士、山崎伸子、河野文昭の各氏に薫陶を受ける。 

2018 年、みなとみらいホールにてブラームスのピアノ三重奏曲全曲演奏会、2019 年には

東京文化会館にてオールモーツァルトプログラム（日本モーツァルト協会主催）の演奏会

を行い好評を博した。2020年 3月には東京・春・音楽祭にて 3日間にわたりベートーヴェ

ンのピアノ三重奏曲全曲演奏会を開催し、緻密なアンサンブルと高い芸術性で絶賛された。

同時期に録音も行い、トリオとしてのデビュー盤となる『ベートーヴェン：ピアノ三重奏

曲第 5 番、第 6 番』（フォンテック）をリリース。レコード芸術誌で特選盤に選ばれるな

ど高い評価を得ている。 

2021年より 3年にわたり、東京・春・音楽祭においてボヘミアをテーマにした演奏会に挑

戦している。 

 

白井 圭（ヴァイオリン）Kei Shirai 

前出→p73 
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門脇大樹（チェロ）Hiroki Kadowaki 

東京藝術大学音楽学部付属高校を経て、同大学卒業。日本クラシック音楽コンクール第 1

位及びグランプリ、第 5 回ビバホールチェロコンクール第 3 位、第 74 回日本音楽コンク

ール第 3 位、ザルツブルク＝モーツァルト国際室内楽コンクール第 1 位。平成 28 年度エ

ネルギア音楽賞受賞。東京藝術大学卒業後、ロームミュージックファンデーションより奨

学金を得て、レッジョ・エミリア音楽院（イタリア）で研鑽を積む。ロリン・マゼール指

揮シンフォニカ・トスカニーニのベートーヴェン交響曲全曲演奏会に参加。その後アムス

テルダム国立音楽院にてアンナー・ビルスマのマスタークラスを受講。これまでに柳田耕

治、雨田一孝、河野文昭、山崎伸子、フランチェスコ・フェラリーニ、マーティン・モス

テルト、ダニエル・エッサーの各氏に、室内楽を岡山潔、ゴールドベルク山根美代子に師

事。現在、東京音楽大学、東京藝術大学非常勤講師。神奈川フィルハーモニー管弦楽団首

席奏者。 

 

津田裕也（ピアノ）Yuya Tsuda 

仙台市生まれ。東京藝術大学、同大学院修士課程を経て、ベルリン芸術大学においてパス

カル・ドヴァイヨン氏に師事。07年第 3回仙台国際音楽コンクールにて第 1位、および聴

衆賞、駐日フランス大使賞を受賞。11年ベルリン芸術大学を最優秀の成績で卒業、その後

ドイツ国家演奏家資格を取得。同年ミュンヘン国際コンクール特別賞受賞。 

ソリストとしてベルリン交響楽団、東京交響楽団、広島交響楽団、日本フィルハーモニー

交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、仙台フィ

ルハーモニー管弦楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽

団、大阪交響楽団、ドイツ室内管弦楽団等と共演。 

日本各地でソロリサイタルを開催するほか、東京・春・音楽祭、仙台クラシックフェステ

ィバル、武生国際音楽祭、木曽音楽祭などに定期的に出演。CDも継続的にリリースしてお

り、最新盤は『ショパン：後期ピアノ作品集』（フォンテック）。 

室内楽活動にも積極的で、多くの著名な音楽家と共演を重ねる。特に、白井 圭（ヴァイオ

リン)、門脇大樹(チェロ)とはトリオ・アコードを結成し、国内各地で演奏。20年 10月に

はベートーヴェンを収録したトリオ初の CDをリリースし、絶賛される。 

これまでに、パスカル・ドヴァイヨン、ガブリエル・タッキーノ、ゴールドベルク山根美

代子、角野裕、渋谷るり子の各氏に師事。東京藝術大学准教授。 

 

出演公演 

2023年 4月 15日[土]     東京文化会館 小ホール 

Trio Accord ―― 白井 圭（ヴァイオリン）、門脇大樹（チェロ）、津田裕也（ピアノ） 

 

中島郁子（メゾ・ソプラノ）Ikuko Nakajima 

東京藝術大学卒業、在学中に安宅賞、卒業時に松田トシ賞を受賞。同大学院修士課程独唱

科修了。イタリア・シエナ・キジアーナ音楽院夏期マスタークラス修了。文化庁海外派遣

研修員としてミラノに留学し、ミラノ市立音楽院等で研鑽を積む。 

第 72回日本音楽コンクール・オペラ部門第 2位、ヴェルチェッリ市第 56回ヴィオッティ

国際音楽コンクール声楽部門第 3 位、シエナ市第 14 回ロッカ・デッレ・マチエ国際声楽
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コンクール第 2位、ガルダ湖にて第 15回リッカルド・ザンドナーイ国際声楽コンクール・

ザンドナーイ特別賞等、多数入賞。 

2001 年びわ湖ホールにてヴェルディ没後 100 年記念公演《レクイエム》に出演。2004 年

イタリア・ラクイラ市にて、アブルッツォ州シンフォニーオーケストラ主催のジョイント

リサイタルに出演。 

2012年ヴェルディ《ナブッコ》フェネーナにて二期会デビュー。同《イル・トロヴァトー

レ》アズチェーナでも存在感を示した。その後も日生劇場《セビリアの理髪師》ロジーナ、

《魔笛》侍女Ⅲ、新国立劇場《カルメン》メルセデス、《ジャンニ・スキッキ》チェスカ、

二期会《蝶々夫人》スズキ、三部作《修道女アンジェリカ》公爵夫人／《ジャンニ・スキ

ッキ》ツィータ、びわ湖ホール《ラインの黄金》フロスヒルデ、《ワルキューレ》フリッカ、

《神々の黄昏》ワルトラウテ、藤原歌劇団（共催：新国立劇場・二期会）《ランスへの旅》

メリベーア夫人、藤沢市民オペラ《湖上の美人》マルコム等、数々の役を演じ、いずれも

高い評価を得ている。また、A.バッティストーニ指揮《カヴァレリア・ルスティカーナ》、

シャルル・デュトワ指揮《サロメ》など、著名指揮者との共演も多い。2020年には NHKニ

ューイヤーオペラコンサートに出演。 

2021年 3月新国立劇場《ワルキューレ》シュヴェルトライテ、5月東京シティ・フィルハ

ーモニック管弦楽団《ニーベルングの指環》ハイライト特別演奏会～飯守泰次郎傘寿記念

～公演がではフロスヒルデにて出演、続けて 7月二期会《ファルスタッフ》クイックリー

夫人、2022年 3月藤沢市民オペラ《ナブッコ》フェネーナ、4月二期会《エドガール》テ

ィグラーナに出演し、7月びわ湖ホール オペラへの招待《ファルスタッフ》ではクイック

リー夫人を好演。 

コンサートでは、バッハ《ロ短調ミサ》、モーツァルト《レクイエム》《ハ短調ミサ》、ロッ

シーニ《小荘厳ミサ曲》、ヴェルディ《レクイエム》、ベートーヴェン《第九》《ミサ・ソレ

ムニス》、ドヴォルザーク《スターバト・マーテル》、マーラー《復活》《大地の歌》《千人

の交響曲》等で出演、深く美しい音色と豊かな音楽性で高い評価を得ている。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 4月 1日[土]19:00東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による《仮面舞踏会》 

（抜粋／演奏会形式／字幕付） 

 

中嶋朋子（ナレーション／トークゲスト）Tomoko Nakajima 

東京都出身。TV ドラマ『北の国から』で 22 年の長きにわたり螢役を務め、人気を博す。

映画や舞台へも活躍の場を広げ、唯一無二の存在感で、国内外の演出家からの熱い信頼を

得る。ナレーションや朗読、執筆活動においても、そのみずみずしい感性で根強いファン

を持つ。2009 年、上演時間 9 時間にわたる大作、舞台『ヘンリー六世・三部作』(鵜山仁 

演出)において、 第 17回読売演劇大賞優秀女優賞、第 44回紀伊國屋演劇大賞個人賞を受

賞。同作品を皮切りに、2020 年『リチャード二世』まで 11 年間、同じキャスト、スタッ

フで制作、上演された、新国立劇場シェイクスピア歴史劇シリーズに携わる。主な出演作

に、舞台『グリークス』(蜷川幸雄 演出) 、『おそるべき親たち』(熊林弘高 演出)、『岸・

リトラル』(上村 聡 演出)、『熱帯樹』(小川絵梨子 演出)、現代サーカスグループ『仕立

て屋のサーカス』、映画『家族はつらいよ』シリーズ(山田洋次 監督)、『美しい星』(吉田

大八 監督)、TBSラジオ「文学の扉」パーソナリティ、などがある。 
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最近の活動として、20 年ぶりとなるエッセイ集『めざめの森をめぐる言葉』を 2021 年 8

月に上梓。映画『やがて海へと届く』（中川龍太郎監督）に出演。また朗読劇コンサート

「ことばと音楽で楽しむあべこべの世界」をピアニスト加藤昌則氏と共に全国のホールで

上演。多岐に渡って活動中。 

 

出演公演 

2023年 4月 2日[日]14:00東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ 20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 

 

中田小弥香（ファゴット）Sayaka Nakata 

鳥取県出身。15歳よりファゴットを始める。東京藝術大学音楽学部卒業後、同大学大学院

修士課程修了。第 7回大阪国際室内楽コンクール管楽部門第 3位。ファゴットを岡崎耕治、

河村幹子、水谷上総諸氏に師事。マスタークラス等にて M.トルコヴィッチ、G.クルチュ、

S.アッツォリーニ諸氏の教えを受ける 

現在関東を中心にオーケストラや室内楽、スタジオ録音など幅広い演奏活動を行う他、関

東および地方における後進の指導にも力を注いでいる。洗足学園音楽大学、新潟県立新潟

中央高等学校音楽科、埼玉県立芸術総合高等学校音楽科非常勤講師。木管五重奏団アンサ

ンブル・ミクストのメンバー。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 

上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

 

仲田淳也（合唱指揮）Junya Nakata 

国立音楽大学卒業。2003 年よりイタリア・ミラノ音楽院に入学、平成 17 年度文化庁在外

研修員として 3年間 C.カメリーニ（スカラ座元音楽監督）氏のもとで学ぶ。帰国後は指揮

を星出豊氏に師事し、新国立劇場・藤原歌劇団・日本オペラ協会の公演に参加、これまで

オペラを中心に多数の作品を指揮している。2015年より 2年間再度渡欧、ドイツ・レーゲ

ンスブルク歌劇場及びオーストリア・ウィーンフォルクスオーパーで指揮者として研鑽を

積む。ウィーンでは A.エシュヴェ、湯浅勇治両氏に師事。2018-22年に文化庁子供の育成

事業にて藤原歌劇団の指揮者として 31 公演を指揮。2019 年 8月にはイタリア・ブッセー

トのヴェルディ劇場で《イル・トロヴァトーレ》を指揮してイタリアデビューを果たす。

2022年 4月に藤原歌劇団インペリアルオペラ《蝶々夫人》を指揮。新国立劇場研修所講師

を経て、現在、昭和音楽大学及び大学院講師。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

  



102 

 

中舘壮志（クラリネット）Soushi Nakadate 

東京藝術大学音楽学部卒業。第 87回日本音楽コンクール第１位、岩谷賞（聴衆賞）、瀬木

賞、E.ナカミチ賞受賞。第 33回日本管打楽器コンクール第 1位、並びに文部科学大臣賞、

東京都知事賞、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団特別賞。NHK FM「リサイタル・

ノヴァ」、東京オペラシティ B→C、木曽音楽祭などに出演。新日本フィルハーモニー交響

楽団を経て現在読売日本交響楽団首席クラリネット奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]19:00東京文化会館 小ホール 

シューマンの室内楽 

 

中畑有美子（ソプラノ）Yumiko Nakahata 

昭和音楽大学卒業。ヴェネツィア国立音楽院修了。第 42 回イタリア声楽コンコルソ・ミ

ラノ大賞受賞。昭和音楽大学オペラ《ピーア・デ・トロメイ》のビーチェでオペラデビュ

ー以降、同公演《愛の妙薬》アディーナ、《コジ・ファン・トゥッテ》デスピーナ、《ドン・

ジョヴァンニ》ドンナ・エルヴィーラに出演。その他、フェニーチェ劇場《絹のはしご》

ジューリア、親子で楽しむクラシック名曲コンサートこどもオペラシリーズに様々な役で

出演するなど、好評を得ている。藤原歌劇団では、2018年より文化庁文化芸術による子供

の育成事業巡回公演《助けて、助けて、宇宙人がやってきた！》のエミリーを経て、《ジャ

ンニ・スキッキ》ネッラで本公演デビューその後《イルカンピエロ》ガスパリ―ナ、《コ

シ・ファン・トゥッテ》フィオルデリージなどでの活躍が有る。その他、《メサイア》、ペ

ルゴレージ《スターバト・マーテル》等のソプラノソロ、ゲームソングボーカル、インタ

ーネットラジオなどクラシックジャンル以外にも活動の場を広げている。藤原歌劇団団員。

昭和音楽大学非常勤講師。千葉県出身。 

 

出演公演 

2023年 4月 1日[土]19:00東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による《仮面舞踏会》 

（抜粋／演奏会形式／字幕付） 

 

長原幸太（ヴァイオリン）Kota Nagahara 

1981年、広島県呉市に生まれる。東京藝術大学附属音楽高等学校を卒業後、同大学に進学。

その間、全額スカラシップを受け、ジュリアード音楽院に留学。92／93年と連続して全日

本学生音楽コンクール全国第 1位。94年ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリン・コンクール

17 歳以下の部第 3 位。98 年、日本音楽コンクール最年少優勝。五嶋みどりレクチャーコ

ンサートで奨励賞を受賞し、ニューヨークに招待され、同氏のレッスンを受ける。また、

若い人のためのサイトウ・キネン室内楽勉強会で小澤征爾指揮のもとコンサートマスター

やソリストを務め、サイトウ・キネン・オーケストラにも最年少で参加。12歳で東京交響

楽団と共演したのを皮切りに、日本各地の主要オーケストラや、小澤征爾、岩城宏之、秋
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山和慶、ゲルハルト・ボッセといった名指揮者と共演。ソリスト以外にも室内楽奏者、オ

ーケストラのゲスト・コンサートマスターとしても活躍。さらに、別府アルゲリッチ音楽

祭、宮崎国際音楽祭、木津川やまなみ国際音楽祭等、各地の音楽祭にも出演。演奏を通じ

てのボランティア活動にも力を入れている。広島市長賞「広島フェニックス賞」、広島県教

育長賞「メイプル賞」受賞、広島国際文化財団ヒロシマ・スカラシップ、広島ホームテレ

ビ文化・スポーツ賞（最年少受賞）、東京藝術大学・福島賞等、受賞多数。これまでに村上

直子、小栗まち絵、工藤千博、澤 和樹、ロバート・マンの各氏に師事。2004 年 9 月、大

阪フィルハーモニー交響楽団首席客演コンサートマスターに就任、06 年 4 月～12 年 3 月

まで首席コンサートマスターを務め、14年 10 月より読売日本交響楽団コンサートマスタ

ーに就任。 

 

出演公演 

2023年 4月 3日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

名手たちによる室内楽の極（きわみ） 

 

中村翔太郎（ヴィオラ）Shotaro Nakamura 

兵庫県三田市出身。4歳からヴァイオリンを始め、2005年、東京藝術大学附属音楽高校入

学を機にヴィオラに転向。これまでにヴィオラを百武由紀、川崎和憲の各氏に師事。 

第 15 回コンセール・マロニエ 21 弦楽器部門第 1 位、他多数入賞。サント･ヨーロッパ音

楽祭に出演や、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦

楽団メンバーと共演するなど国内外で活躍している。大阪フィルハーモニー交響楽団や日

本センチュリー交響楽団、オーケストラ・アンサンブル金沢、東京交響楽団、ベトナム交

響楽団に客演首席奏者として出演。毎年地元の三田で｢真冬の熱いクラシック｣を主宰する

など関西方面でも積極的に活動している。 

学内において、同声会賞、アカンサス音楽賞、三菱地所賞受賞。 

東京ジュニアオーケストラソサエティ講師。藝大同期による弦楽アンサンブル「TGS」代

表。Alto de Campagne（ヴィオラ四重奏）メンバー。 

東京藝術大学卒業。N響アカデミーを経て現在 NHK交響楽団首席代行ヴィオラ奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 22日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

N響メンバーによる室内楽 

2023年 4月 3日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

名手たちによる室内楽の極（きわみ） 

 

タレク・ナズミ（バス）Tareq Nazmi 

バス歌手として活躍。ミュンヘン音楽・演劇大学でエディス・ウィーンズとクリスティア

ン・ゲルハーヘルに師事、個人的にハルトムート・エルベルトにも学んだ。まず、バイエ

ルン国立歌劇場のオペラ・スタジオに参加し、その後アンサンブル・メンバーとして、《フ

ィデリオ》大臣、《ドン・ジョヴァンニ》マゼット、《魔笛》弁者、《カリスト》シルヴァー

ノ、《カルメン》スニガ、《ナクソス島のアリアドネ》トゥルファルディン、《皇帝ティート

の慈悲》プブリオ、《オルフェオ》カロンテ、《ニュルンベルクのマイスタージンガー》夜
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警、《優雅なインドの国々》オスマン等、数々の役で登場した。 

2022／23年のシーズンは、ジュネーヴ大劇場で《パルジファル》グルネマンツに役デビュ

ーする他、《ローエングリン》ハインリヒ王でウィーン国立歌劇場にデビューする。また、

ドレスデンでマレク・ヤノフスキ指揮の演奏会形式による『リング』にもフンディングで

出演。シーズン後半には、バイエルン国立歌劇場にザラストロで再び出演、ザルツブルク

のモーツァルト週間では、指揮のダニエル・バレンボイム、ロベルト・ゴンザレス＝モン

ハス指揮ムジークコレギウム・ヴィンタートゥーア、マンフレート・ホーネック指揮 NDR

エルプフィルハーモニー管弦楽団等と共演する。 

これまでの主な出演としては、ザンクト・ガレン劇場でヴェルディ《ドン・カルロ》フィ

リッポ 2世、アントワープ・オペラでヴェルディ《マクベス》バンコー、東京・春・音楽

祭（演奏会形式）でハインリヒ王に役デビューした他、シカゴ・リリック・オペラで《魔

笛》ザラストロ、テオドール・クルレンツィス音楽監督によるヴェルディ《レクイエム》

のツアー、ダニエル・バレンボイム指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のヴェルデ

ィ《レクイエム》、ミュンヘンでキリル・ペトレンコ指揮によるベートーヴェン《ミサ・ソ

レムニス》等がある。18年に、ザルツブルク音楽祭でコンスタンティノス・カリディス指

揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団による新制作《魔笛》弁者を演じ、22年夏に再び

登場した時にはザラストロを演じた。 

引く手あまたのソリストとして、バッハからベートーヴェン、ハイドンからブラームス、

モーツァルトからドヴォルザークまで幅広いレパートリーを持つ。これまでに チューリ

ッヒ・トーンハレ管弦楽団、ダニエル・ハーディング指揮パリ管弦楽団、アラン・アルテ

ィノグリュ指揮グルベンキアン管弦楽団、ユッカ＝ペッカ・サラステ指揮ケルン WDR交響

楽団、マンフレート・ホーネック指揮ベルリン・ドイツ交響楽団、トーマス・ヘンゲルブ

ロック指揮バルタザール・ノイマン・アンサンブル＆合唱団等と共演している。 

リート歌手としては、最近ではゲロルト・フーバーとともに、ホーエネムスのシューベル

ティアーデ、ミュンヘン、ケルン、ロンドンのウィグモア・ホール等に出演している。 

 

出演公演 

2023年 3月 23日[木]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭 歌曲シリーズ vol.36 

タレク・ナズミ（バス）＆ゲロルト・フーバー（ピアノ） 

 

夏秋裕一（チェロ）Hirokazu Natsuaki 

兵庫県出身。東京藝術大学附属音楽高校、同大学を経て、同大学院を修了。泉の森ジュニ

アチェロコンクール銅賞。KOBE国際学生コンクール最優秀賞、兵庫県教育委員会賞。室内

楽（ピアノ三重奏）にて第 35回霧島国際音楽祭賞。のちに同メンバー（ピアノ神野千恵、

ヴァイオリン福崎雄也)でフォレストリオを結成。選抜メンバーによる藝大シンフォニー

オーケストラのドイツ公演に参加。アドヴェント、霧島国際音楽祭、原村室内楽、おりな

す八女音楽塾などの講習会やアレクサンダー・ボヤルスキー、ミクローシュ・ペレーニ、

鈴木秀美、各氏によるマスタークラスに参加。2015 年、越谷市民交響楽団(佐藤雄一氏指

揮)とドヴォルザークのチェロ協奏曲を共演。2018年、ソフィアザール・サロン(東京・駒

込)にて第 1 回ソロリサイタル(ピアノ山田亜理沙氏)を開催。2019 年、越谷市民交響楽団

(松田義生氏指揮)とブラームスの二重協奏曲(ヴァイオリン高橋和奏氏)を共演。2019 年、

フォレストリオによるベートーヴェンピアノ三重奏曲全曲演奏会(全 3回)。2020年、コロ
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ナ禍で演奏活動が大変になる中、クラウドファンディングによる演奏企画(製作者公認！

現代イタリアの名工リッカルド・ベルゴンツィ氏製作の楽器 4 挺で聴く弦楽四重奏！)に

参加。2021年、NHK-FM「リサイタル・パッシオ」出演。2022年、フォレストリオによるド

ヴォルザークピアノ三重奏曲全曲演奏会(全 2回)。チェロアンサンブル XTCメンバーとし

て、NHK-FM「ベスト・オブ・クラシック」NHK BSプレミアム「クラシック倶楽部」Eテレ

「クラシック音楽館」に出演。これまでにチェロを河野文昭、上森祥平、宮城健、山崎伸

子、各氏に師事。室内楽を岡山潔、松原勝也、大友肇、各氏に師事。現在、藝大フィルハ

ーモニア管弦楽団チェロ奏者。チェロアンサンブル XTC、フォレストリオメンバー。獨協

大学管弦楽団、越谷市民交響楽団チェロトレーナー。https://www.natsuakicello.com 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

【第 III部】シュトラウス風・ウィーンのおもてなし：公園で〈博覧会〉を 

 

新津耕平（テノール）Kohei Niitsu 

東京藝術大学卒業。同大学院修了。二期会オペラ研修所マスタークラス修了。 

在学中に川崎市民オペラ《こうもり》アルフレード役にてデビュー。リリカイタリアーナ

オペラにて《リゴレット》マントヴァ公爵役、《ラ・ボエーム》ロドルフォ役にて出演の他、

新国立劇場地域招聘公演札幌室内歌劇場《月を盗んだ話》、ジョイバレエスタジオ《プラテ

ー》（日本初演）等多数の公演に出演。所属する東京二期会でも《ウリッセの帰還》（ヘン

ツェ編曲・日本初演）、《サロメ》（P.コンヴィチュニー演出）、《イドメネオ》、《三部作》（D.

ミキエレット演出）等の公演に出演。M.プラッソン、準・メルクル、J.ノット、高関健と

いった著名な指揮者や読売日本交響楽団、東京都交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽

団といったプロオーケストラと共演している。コンサートソリストとしてもベートーヴェ

ン《第九》から宮城道雄《日蓮》まで幅広い作品に出演している。新しい日本語のオペラ

を作る YNOを作曲家山田香と設立。その新曲初演・再演に力を入れている。また、ゆるキ

ャラ「ニイツン」と共に子ども向けコンサートや幼稚園向けのコンサートを行い、ゆるキ

ャラの特性を活かしたオリジナル曲の演奏で好評を得ている。東京都出身。二期会会員、

高声会会員、横浜市民広間演奏会会員。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 
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西口彰浩（合唱指揮）Akihiro Nishiguchi 

東京音楽大学作曲指揮専攻（指揮）卒業、同大学大学院指揮研究領域（指揮）卒業。 

指揮を広上淳一、田代俊文、増井信貴、米津俊広、三河正典、三原明人、高階正光、今村 

能の各氏に師事。 

「東総の第九 2017」にて東京音楽大学シンフォニーオーケストラの指揮を務めた他、東京

音楽大学文化力発信プロジェクトの企画では長野県及び京都府の他、都内にても多数公演

を行う。2019年東京音楽大学で行われた「And music」の公演では現在ユニバーサルミュ

ージック所属、鈴華ゆう子氏と共演。 

東京オペラシンガーズとは 2022東京・春・音楽祭にて、NHK交響楽団、指揮マレク・ヤノ

フスキによる《ローエングリン》、上海交響楽団との中国公演にて合唱指揮、2019年、2020

年、2022年｢にほんのうた｣シリーズでのレコーディングで指揮を務めた。 

現在、東京音楽大学指揮科助手。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

2023年 4月 8日[土]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.10  ブラームス《ドイツ・レクイエム》 

 

西澤いずみ（クラリネット）Izumi Nishizawa 

さいたま市出身。東京藝術大学音楽学部を経て同大学大学院修士課程を修了。 

第 32回ヤマハ管楽器新人演奏会出演。2016年小澤征爾音楽塾ラヴェル 歌劇《子どもと魔

法》に出演。 

これまでにクラリネットを桜井真理、秋山かえで、三界秀実、山本正治の各氏に、室内楽

を寺本義明、岡本正之、日髙剛、加藤洋之、山本正治の各氏に師事。 

現在、フリーランスのクラリネット奏者としてオーケストラや吹奏楽団への客演、室内楽

等の演奏活動など多方面で活動している。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

 

西野ゆか（ヴァイオリン）Yuka Nishino 

桐朋学園大学音楽学部を経て、同大学研究科修了。第 66 回読売新聞社主催新人演奏会に

出演。桐朋学園の推薦によりスカラシップを得て、タングルウッド音楽祭に参加。サイト

ウ・キネン・オーケストラ他、数々の音楽祭に参加。大学在学中にクァルテット・エクセ

ルシオを結成し、第 2回大阪国際室内楽コンクール弦楽四重奏部門第 2位、イタリアで開

催された第 5 回パオロ・ボルチアーニ国際 弦楽四重奏コンクールにおいて最高位、併せ
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てサルバトーレ・シャリーノ特別賞など受賞。また第 19 回新日鐵音楽賞フレッシュアー

ティスト賞、第 16 回ホテルオークラ音楽賞を弦楽四重奏団として初めて受賞する。2010

年 10月より 16年の 6月までの 6年間、サントリーホールの室内楽アカデミーでコーチン

グ・ファカルティを勤める。2017年 4月より浦安音楽ホールのレジデンシャル・アーティ

ストに就任。2021年 4月より東京藝術大学室内楽科非常勤講師。クァルテット・エクセル

シオ第 1ヴァイオリン奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

【第 III部】シュトラウス風・ウィーンのおもてなし：公園で〈博覧会〉を 

 

日橋辰朗（ホルン）Tatsuo Nippashi 

東京音楽大学卒業。第 26 回日本管打楽器コンクール第 1位、及び特別大賞を受賞。第 80

回日本音楽コンクール第 1位、及び聴衆賞を受賞。2007～2011年小澤征爾音楽塾オーケス

トラメンバー。木曽音楽祭、東京・春・音楽祭に出演。2019年読売日本交響楽団公演にて

ソリストを務める。マイスターミュージックより CD をリリース。後藤照久、井手詩朗、

水野信行の各氏に師事。日本フィルハーモニー交響楽団首席ホルン奏者を経て、現在、読

売日本交響楽団首席ホルン奏者。紀尾井ホール室内管弦楽団メンバー。国立音楽大学、東

京音楽大学非常勤講師。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

沼尻竜典（指揮）Ryusuke Numajiri 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団音楽監督、びわ湖ホール芸術監督、トウキョウ・ミタカ・

フィルハーモニア音楽監督。 

ベルリン留学中の 1990 年、ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝。以後ロンドン交響

楽団、モントリオール交響楽団、ベルリン・ドイツ交響楽団、ベルリン・コンツェルトハ

ウス管弦楽団、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団、トゥールーズ・キャピトル管弦

楽団、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団、トリエステ歌劇場管弦楽団、シドニー

交響楽団、チャイナ・フィルハーモニー管弦楽団等、世界各国のオーケストラに客演を重

ねる。国内では NHK交響楽団を指揮してのデビュー以来、新星日本交響楽団、東京フィル

ハーモニー交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、

群馬交響楽団、日本センチュリー交響楽団のポストを歴任。2011年夏にはサイトウ・キネ

ン・オーケストラにデビュー。バルトーク《中国の不思議な役人》で成功を収めた。ドイ

ツではリューベック歌劇場音楽総監督を務め、オペラ公演、劇場専属のリューベック・フ

ィルハーモニー管弦楽団とのコンサートの双方において数々の名演を残し、特にブラーム

ス、マーラー、ブルックナー、ワーグナーなどがドイツメディアの高い評価を受けた。 

オペラ指揮者としては 1997年に日生劇場制作の《後宮からの誘拐》でデビュー。その後、
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ケルン歌劇場、バイエルン州立歌劇場、ベルリン・コーミッシェ・オーパー、バーゼル歌

劇場、シドニー歌劇場等へも客演。芸術監督を務めるびわ湖ホールでは、2017年より 4年

間かけてミヒャエル・ハンペの新演出による《びわ湖リング》を上演、空前の成功を収め、

《ラインの黄金》、《ジークフリート》は三菱 UFJ信託音楽賞を受賞。2020年 3月のコロナ

禍で開催された《神々の黄昏》の無観客公演はライブストリーミング配信され、全世界か

ら注目を集めた。 

CD録音も多く、数万枚を販売するベストセラーとなった東京都交響楽団との『日本管弦楽

名曲集』（NAXOS）、芸術選奨新人賞を受けた『武満 徹・ARC』（fontec）をはじめとする現

代音楽のほか、日本センチュリー交響楽団とのメンデルスゾーン交響曲全集も名盤として

名高い。トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア（旧トウキョウ・モーツァルトプレーヤ

ーズ）とはベートーヴェンの交響曲全集をリリース後（EXTON）、定期的にレコーディング

を重ねており、2018 年にはモーツァルトの交響曲第 40 番と、弾き振りによるピアノ協奏

曲第 18番のカップリングが朝日新聞推薦盤となった。 

また、2014年 1月にはオペラ《竹取物語》を作曲、自らの指揮で初演。国内外で再演され

ており、びわ湖ホールでの上演は第 13回三菱 UFJ信託音楽賞奨励賞を受賞。 

これまで出光音楽賞、渡邉暁雄音楽基金音楽賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞、齋藤秀雄

メモリアル基金賞、毎日芸術賞、中島健蔵音楽賞、文化庁芸術祭優秀賞、芸術選奨文部科

学大臣賞などを受賞。2021年には「滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールと沼尻竜典」として第

51回 ENEOS音楽賞洋楽部門本賞を受賞。2017年春には紫綬褒章を受章している。 

 

出演公演 

2023年 4月 5日[水]19:00東京文化会館 大ホール 

ブリン・ターフェル Opera Night 

 

萩原 潤（バリトン）Jun Hagiwara 

東京藝術大学卒業。同大学院声楽科修了。二期会オペラスタジオ・マスタークラス修了時

に優秀賞受賞。平成 15 年度五島記念文化財団オペラ新人賞受賞。文化庁派遣芸術家在外

研修員、五島記念文化財団の助成を受け、ベルリンで研鑽を積む。2000年よりベルリン・

ハンス・アイスラー音楽大学大学院で学び、2003 年 Konzert-Examen を最優秀の成績で取

得。2000年ドイツのラインスベルク音楽祭に出演。500名の中から《セビリアの理髪師》

のフィガロに選ばれ、「輝かしい声を持つ日本人」「表現豊かな演技で客を魅了した」とマ

スコミ各紙に絶賛された。同年、ブランデンブルク劇場でのヘンデル《クセルクセス》ア

リオダーテに出演し、エリザベート・フォン・マグヌスと共演。2001年ベルリンでのガラ

コンサート（ロルフ・ロイター指揮）に出演しベルリン州立歌劇場管弦楽団と共演、好評

を博す。同年ラインスベルク音楽祭に前年に続き出演し､マスネ《ウェルテル》アルベール

役を射止め、6月にバーデンバーデンとラインスベルクで同役にて出演。2003年セルビア・

モンテネグロのベルグラートにおいて、マーラー《さすらう若人の歌》《リュッケルトの詩

による歌曲》をベオグラード・アンサンブル・オーケストラに招聘され好演。2005年には

ハイデルベルクにおいてオペレッタ《こうもり》ファルケを演じる等、ドイツを中心にヨ

ーロッパ各地で活躍。 

国内では、2002 年、二期会 50 周年記念《ニュルンベルクのマイスタージンガー》ベック

メッサーで絶賛を浴び、《ラ・ボエーム》ショナール、宮本亜門演出《フィガロの結婚》伯

爵とフィガロ、《トゥーランドット》ピン、《こうもり》アイゼンシュタイン、《魔笛》パパ

ゲーノに出演。新国立劇場では、《アラベッラ》ドミニク伯爵、《アンドレアシェニエ》フ

レヴィル、《ラ・ボエーム》ショナール、《ローエングリン》伝令、《魔笛》パパゲーノ、《死

の都》フランク、《ヴォツェック》第二の従弟職人、《イェヌーファ》粉屋の番頭、鑑賞教
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室関西公演《フィガロの結婚》フィガロに出演。また、びわ湖ホール・神奈川県民ホール

《タンホイザー》、日生劇場《フィガロの結婚》等数多く出演している。 

近年では、2018 年新国立劇場《松風》（新制作）須磨の浦人、二期会・神奈川県民ホール

《魔笛》パパゲーノ（宮本亜門演出）、2019年新国立劇場《タンホイザー》ビーテロルフ、

二期会《サロメ》ヨカナーン、同《蝶々夫人》ゴロー、2020年神奈川・大分《トゥーラン

ドット》ピン、21年二期会《魔笛》パパゲーノ、22年二期会《フィガロの結婚》フィガロ

等、端正な歌唱と確かな音楽性で高い評価を得ている。 

コンサートでも、著名な指揮者、オーケストラからの信頼も厚く、バッハ《マタイ受難曲》、

ヘンデル《メサイア》、ベートーヴェン《第九》、ブラームス《ドイツ・レクイエム》、マー

ラー《大地の歌》《さすらう若人の歌》（オーケストラ版）、オルフ《カルミナ･ブラーナ》

等で活躍している。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

橋本杏奈（クラリネット）Anna Hashimoto 

幼少より英国で育ち、王立音楽大学ジュニアカレッジ、パーセル音楽スクール、王立音楽

院にて研鑽を積む。その間マイケル・コリンズ、アンドリュー・マリナー、パトリック・

メッシーナに師事。 

カルリーノ国際クラリネットコンクール（イタリア）最高位、ゲント＝コルトレイク国際

クラリネットコンクール（ベルギー）優勝。日本と英国に於いても数々の賞を受賞。12歳

でケンブリッジ音楽祭でリサイタルデビュー。コンチェルトデビューは 15 歳でのイギリ

ス室内管弦楽団とのウェーバー協演。以来数多くのオーケストラよりソリストとして招か

れ、アシュケナージ、ブラビンズ、チョン・ミョンフンを始め、名だたる指揮者達との共

演を重ねる。演奏の舞台はヨーロッパ諸国（フランス、イタリア、スイス、ポーランド、

デンマーク、ルーマニア、オーストリア等）、アメリカ（ニューヨーク、フロリダ）、メキ

シコ、ヨルダンに及ぶ。英国ではそれらの演奏活動が認められ、バッキンガム宮殿に於け

るエリザベス女王陛下主催のレセプションに招かれる他、チャールズ皇太子ご列席のコン

サートにてコンチェルトを演奏するなど、王室からの激励を受ける。 

2005年井上道義指揮によるドハティー作曲クラリネットコンチェルト《ブルックリンブリ

ッジ》の初演で日本ソロデビュー。これまでに、日本フィルハーモニー交響楽団、新日本

フィルハーモニー交響楽団、東京シティー・フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、

N 響チェンバー、名古屋フィルハーモニー交響楽団、九州交響楽団、大阪交響楽団、山形

交響楽団、広島交響楽団等と協演。2007年の東京文化会館リサイタルデビュー以来、紀尾

井ニューアーティスト、オペラシティー「B→ C」、サントリーホール・チェンバーミュー

ジックガーデン、Hakuju Hall・ワンダフル One アワー、フィリアホール・土曜ソワレ等

のシリーズに登場、日本各地でリサイタルや室内楽を行っている。 

NHK-BS「クラシック倶楽部」にマイケル・コリンズとのジョイントリサイタル、及びアテ

ア木管五重奏団で登場。NHK-FM、東京 FM、英国 BBC放送にも頻繁に出演している。これま

でに 3 枚のソロアルバムと 2 枚の室内楽を含む 8 枚の CD をリリース、国内外の音楽誌に

絶賛を博す。 
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現在王立バーミンガム音楽院クラリネット講師。ダーティントン国際音楽祭を含む英国各

地の講習会にてクラスを持ち、2020 年名門ナショナルユースオーケストラのコーチに就

任。現在王立音楽大学ジュニア部の指導員。首席奏者として、ロイヤルオペラハウスを始

め、BBC 交響楽団、フィルハーモニア管弦楽団、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦

楽団、バーミンガム市交響楽団など、英国各地の主要楽団より招かれ演奏している。 

使用楽器は英国のピーター・イートン「インターナショナル・モデル」。 

 

出演公演 

2023年 4月 4日[火]19:00国立科学博物館 地球館２階常設展示室 

ミュージアム・コンサート 

橋本杏奈（クラリネット） 

 

長谷川久恵（児童合唱指揮）Hisae Hasegawa 

東京少年少女合唱隊の芸術監督／常任指揮者。主催公演並びに海外公演を牽引する傍ら、

国内外のオペラ・オーケストラの公演にてコーラスマスターを数多く歴任。混声合唱曲に

も対応するグループ「カンマーコア」や「コールス LSOT」を組織し、幅広い演奏活動を展

開。国内外の合唱コンクールの審査員や合唱祭などで講師を務める。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

畠山 茂（バス・バリトン）Shigeru Hatakeyama 

東京藝術大学卒業、同大学大学院修了。二期会オペラスタジオマスタークラス修了。2005

年度文化庁派遣芸術家在外研修員としてミラノにて研鑽を積む。 

02 年二期会創立 50 周年記念公演《フィガロの結婚》、《ニュルンベルクのマイスタージン

ガー》、03年《蝶々夫人》、05年《魔笛》（実相寺昭雄演出）、《ジャンニ・スキッキ》、07年

京王オペレッタフェスタ《メリー・ウィドウ》、二期会《仮面舞踏会》トム等、次々と出演。

また、北とぴあ国際音楽祭 ハイドン《騎士オルランド》、二期会《エフゲニー・オネーギ

ン》ザレツキー、京王オペレッタフェスタ《メリー・ウィドウ》ボグダノヴィッチ、二期

会《こうもり》ブリント博士、東京フィルハーモニー交響楽団《アルファとオメガ》等、

いずれも確かな音楽性と役作りで好評を博す。以後も、13年東京・春・音楽祭《ニュルン

ベルクのマイスタージンガー》ハンス・シュヴァルツ、14年二期会《蝶々夫人》ヤマドリ、

15年 NHK交響楽団《サロメ》ユダヤ人 5、16年二期会《フィガロの結婚》アントニオ、北

とぴあ国際音楽祭《ドン・ジョヴァンニ》騎士長、17年日本フィルハーモニー交響楽団《ラ

インの黄金》ドンナー、二期会《ばらの騎士》公証人、読売日本交響楽団《アッシジの聖

フランチェスコ》、18 年上海交響楽団《サロメ》ユダヤ人 5、19 年二期会《金閣寺》道宣

和尚、大阪国際フェスティバル《サロメ》ユダヤ人 5、21 年二期会《ルル》劇場支配人、

22年二期会《フィガロの結婚》バルトロ、同《蝶々夫人》ヤマドリ、新国立劇場鑑賞教室

《蝶々夫人》ボンゾ等数多く出演。 

その他、《ピンピノーネ》ピンピノーネ（日本初演）、《水車小屋の娘》ピストフォロ、《ド
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ン・ジョヴァンニ》レポレッロ、《コシ・ファン・トゥッテ》ドン・アルフォンソ、《魔笛》

ザラストロ、《セビリアの理髪師》バルトロ、《愛の妙薬》ドゥルカマーラ、《カルメン》ス

ニガ、《ウィンザーの陽気な女房達》ファルスタッフ、《ラ・ボエーム》コッリーネ、ベノ

ア、アルチンドロ、《ナクソス島のアリアドネ》トルファルディン等オペラを中心に活躍。

殊にバッソ・ブッフォの役柄に定評があり、高い評価を得ている。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

2023年 4月 1日[土]19:00東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による《仮面舞踏会》 

（抜粋／演奏会形式／字幕付） 

 

服部雅好（ダンス）Masayoshi Hattori 
古典舞踏研究家。ルネサンスやバロックの宮廷舞踏を研究。また、ブルターニュのダンス、

イングランドのモリスダンスやメイポールダンスを定期的に踊っている。金沢文庫芸術祭

では参加型のイベントとしてブルターニュのダンスの普及に務めている。 

「ダンシングマスター研究」アーリーダンスグループ「カプリオル」主宰。またバレエの

コレペティトゥアとして演奏活動をしている。 

2020 年出版の『オルケゾグラフィ（16 世紀仏の舞踏教本）』に編者の 1 人として関わる。 

 

出演公演 

2023年 4月 14日[金]11:00/14:00国立西洋美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「憧憬の地 ブルターニュ」展 記念コンサート vol.2 大竹 奏（フィドル） 

 

ピアノ・デュオ・タカハシ | レーマン Piano Duo Takahashi | Lehmann 

ピアノデュオ Takahashi｜Lehmannは、2009年にベルリン在住のピアニスト、高橋礼恵と

ビョルン・レーマンによって結成された。両者ともベルリン芸術大学で K.ヘルヴィヒ氏の

元で研鑽を積む。結成直後より活発な演奏活動を行い、その活動はドイツを始めヨーロッ

パ諸国、韓国、日本などに及ぶ。また、MusicAlp音楽祭(フランス)、ギムへ国際音楽祭(韓

国)、アレグロフェスティバル(ドイツ)などでも演奏している。 

ピアノデュオ Takahashi｜Lehmannのレパートリーは、スタンダードなピアノ 4手作品、2

台ピアノ作品に加え、重要な作曲家の現在では忘れられている作品や編曲作品の発掘、そ

して近現代の作品も積極的に取り上げ、作曲家との共同作業も多数行っている。 

2014年 11月にはデビューCD『Original and Beyond』が auditeより発売され、2015年に

は第 2弾、2016年に第 3弾が同レーベルより発売され、レコード芸術誌等で高い評価を得

た。 
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高橋礼恵（ピアノ）Norie Takahashi 

ベルリンを拠点に活躍中の高橋礼恵は、ゲネラル・アンツァイガー紙上にて「心のピアニ

スト」と絶賛され、また、急病のティル・フェルナーの代役で演奏し、「並外れた才能との

出会い」と賞賛を浴びる。エリザベート王妃国際音楽コンクールファイナリスト、シュー

ベルトと現代音楽国際コンクール第 1 位、ベートーヴェン国際コンクール（ボン)第 2 位

などを受賞。ルール･ピアノ･フェスティヴァル、ケルンテンの夏音楽祭などに招かれてい

るほか、ボン・べート－ヴェンホール管弦楽団、プラハ放送交響楽団、ケルン室内管弦楽

団、読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽

団、大阪シンフォニカーなどと共演。また、ヨハネス・モーザー(Vc)、ヴィヴィアン・ハ

ーグナー、佐藤俊介(Vl)、赤坂智子(Vla)、アンドレア・グリミネッリ（Fl）各氏などと共

演。Piano Duo Takahashi|Lehmannとしても活躍中で、CDは『Fono Forum』(独)、読売新

聞、レコード芸術などで特選盤となる。ソロでは 4枚の CDをリリース、『リスト・ピアノ

作品集』は、レコード芸術特選盤など多誌で絶賛を博している。 

 

ビョルン・レーマン（ピアノ）Björn Lehmann 

ソリストおよび室内楽ピアニストとして活躍中のビョルン・レーマンは、現代音楽の演奏

にも大きな力を注いでいる。 

ハンブルク、ローザンヌ、ベルリンで、R.ナットケンパー、F.ザートラ、K.ヘルヴィヒの

各氏に師事、また、マスタークラスなどで Z.コチシュ、L.ホーカンソン、F.ラドシュ、R.

レヴィン、I.ゲージ、H.ヘル、アマデウス・カルテット各氏などに教えを受ける。 

演奏活動はヨーロッパ各国から、日本、韓国、南米に及ぶ。音楽祭にも多数招かれ、ライ

プツィヒ・バッハ音楽祭、ルードヴィヒスブルク城音楽祭、カッセル音楽祭、モラヴィエ

音楽祭(チェコ)、ランス音楽祭(フランス)、エル ブランコ イ ネグロ音楽祭(メキシコ)

などに出演。 

室内楽パートナーには、S.ピカー、S.ヤフェー(Vl)、M.ニコシュ(Vc)各氏、またベルリン・

フィルハーモニー管弦楽団のメンバーとも定期的に共演している。また、作曲家の F.ゴル

ドマン、M.シュパーリンガー、A.ヘアマン各氏とは多数の共同作業を行う他、CD録音も行

う。2011 年より、ベルリン芸術大学ピアノ科教授として後進の指導にもあたる。ドイツ、

フランス、日本、韓国などで多数マスタークラスを行い、教育活動にも力を注いでいる。 

 

出演公演 

2023年 3月 18日[土]14:00旧東京音楽学校奏楽堂 

ピアノ・デュオ・タカハシ｜レーマン ブランデンブルク協奏曲（ピアノ 4手版）全曲演奏会 

 

BRT オーケストラ（管弦楽）BRT Orchestra 

今回の公演のために特別に編成されたオーケストラ。主要オーケストラメンバーを中心に、

国内外で活躍する演奏家によって構成されている。 
 

出演公演 

2023年 4月 2日[日]14:00東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ 20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 



113 

 

東 紗衣（クラリネット）Sae Higashi 

首都圏を拠点に、室内楽を中心に活動を展開するクラリネット奏者。 

兵庫県立西宮高等学校音楽科、東京藝術大学音楽学部器楽科を経て同大学院音楽研究科修

士課程修了。卒業時にアカンサス音楽賞、同声会賞を受賞。2015年渡独、ケルン音楽大学

で Ralph Manno氏のもとで研鑽を積み、最優秀の成績で卒業。 

2013 年から 2015 年シーズンまで佐渡 裕氏が芸術監督を務める兵庫芸術文化センター管

弦楽団に在籍し、国内外の著名な指揮者、ソリストたちと共演する。 

第 12 回メルカダンテ国際コンクール（イタリア）第 3 位。第 6 回ヤングクラリネッティ

ストコンクール第 3 位。第 23 回宝塚ベガ音楽コンクール木管部門入選。ソリストとして

藝大フィルハーモニア管弦楽団、日本センチュリー交響楽団と共演。公益財団法人青山財

団より 2014 年度青山音楽賞・新人賞受賞。2016 年ドイツ・ケルン市ライオンズクラブよ

り奨学金を受ける。 

近年においては、首都圏をはじめとする国内オーケストラでの客演首席、NHK FM『リサイ

タル・パッシオ』に出演、EnsembleFOVE の自主公演やドラマ『美食探偵』『大豆田とわ子

と三人の元夫』映画『竜とそばかすの姫』などの劇伴、SEKAI NO OWARI、KinKi Kidsのラ

イブサポートメンバー、天皇陛下御即位をお祝いする国民式典で嵐と共演するなど、クラ

シックからポップスまで多岐にわたって活動するほか、2020年 4月から 7月まで京都市立

芸術大学にて非常勤講師を務めるなど後進の指導も精力的に行っている。 

同年 12月に自身初のアルバム『Klangfarben〜響きの彩〜』をセルフプロデュースにてリ

リース。各種配信サイト、全国の CD販売店にて発売中。 

公式ウェブサイト saehigashi.amebaownd.com 

 

出演公演 

2023年 3月 26日[日]13:30/15:00 

東京春祭 for Kids 子どものための絵本と音楽の会 

『クマとこぐまのコンサート』 

 

久末 航（ピアノ）Wataru Hisasue 

大津市出身。5歳よりピアノを始める。14歳で京都青山音楽記念館バロックザールにてピ

アノリサイタルを催し、2009年度青山音楽賞新人賞を受賞。第 7回リヨン国際ピアノコン

クール第 1位及び聴衆賞、メンデルスゾーン全ドイツ音楽大学コンクール第 1位及び特別

賞受賞。2017 年には第 66 回ミュンヘン国際音楽コンクールで第 3位及び委嘱作品特別賞

を受賞、一躍注目を浴びる。これまでに AUDI 音楽フェスティバル、ヴュルツブルグ音楽

祭をはじめ、数々の音楽祭に客演。バイエルン放送交響楽団、シュトットガルト室内管弦

楽団、京都市交響楽団他と共演。コンツェルトハウス・ベルリン、紀尾井ホールで開催さ

れたリサイタルはいずれも高い評価を得た。平成 25 年度平和堂財団芸術奨励賞音楽部門

受賞、同財団海外留学助成者。2018／19年度公益財団法人ロームミュージックファンデー

ション奨学生。シャネル・ピグマリオン・デイズ 2019アーティスト。2021年アール・ア

ンフィニレーベルより CD『ザ・リサイタル』をリリース。 

村上久仁子、田隅靖子各氏の指導を受け、高校卒業後渡独。フライブルク音楽大学、パリ

国立高等音楽院、ベルリン芸術大学にて研鑽を積む。G.ミショリ、E.シュトロッセ、P.ド

ヴァイヨン、K.ヘルヴィヒ各氏に師事。現在、ベルリン在住。 

出演公演 

2023年 3月 30日[木]19:00東京文化会館 小ホール 

佐藤晴真（チェロ） 

齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞記念コンサート 

http://saehigashi.amebaownd.com/
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デイヴィッド・バット・フィリップ（テノール）David Butt Philip 

今日の英国が誇る最もエキサイティングなテノールの一人であり、主要な国際舞台で早く

も確固たる人気を獲得している。ジェット・パーカー・ヤング・アーティスト・プログラ

ムの卒業生で、最近の役デビューでは、ベルリン・ドイツ・オペラで《こびと》タイトル

ロール、コヴェント・ガーデンのロイヤル・オペラ・ハウスで《フィデリオ》フロレスタ

ン、エディンバラ国際フェスティバルで《ナクソス島のアリアドネ》バッカス等、多くの

批評家や聴衆から称賛を浴びた。 

この 2022／23シーズンは、ウィーン国立歌劇場に複数のオペラでデビューする。先ず《イ

ェヌーファ》ラツァ、そしてキース・ウォーナー新演出による《ニュルンベルクのマイス

タージンガー》ヴァルター、最後にカリスト・ビエイト演出により有名になった《カルメ

ン》ドン・ホセである。また、サンフランシスコ・オペラにも、デイヴィッド・ホックニ

ーによる躍動感ある新演出の《影のない女》皇帝（ドナルド・ラニクルズ指揮）でデビュ

ーし、そしてまたロイヤル・オペラ・ハウスに、ナタリー・アブラハミとアン・イーによ

る現代的な新しい舞台の《ルサルカ》王子で登場している。コンサートでは、エドワード・

ガードナー指揮のロンドン・フィルハーモニー管弦楽団でシェーンベルク《グレの歌》に

出演する。 

昨シーズンは、《ボリス・ゴドゥノフ》グリゴリーとアメリカ初演のブレット・ディーン

《ハムレット》レアティーズでメトロポリタン歌劇場にデビュー、またエヴァン・ロジス

ター指揮による祝典コンサート・シリーズでワシントン・ナショナル・オペラに、《カーチ

ャ・カバノヴァ》ボリスでザルツブルク音楽祭にデビューを飾った。さらに《ローエング

リン》タイトルロールで役デビューを果たし、ベルリン・ドイツ・オペラでの《こびと》

タイトルロール、バイエルン国立歌劇場での《ナクソス島のアリアドネ》バッカス等の役

で国際的なキャリアをスタートさせた。コンサートでは、北オランダ管弦楽団、ハンガリ

ー国立歌劇場とのマーラー《大地の歌》、ルーアン・ノルマンディー歌劇場管弦楽団とのベ

ートーヴェン《ミサ・ソレムニス》、そしてホランドパーク・オペラのガラ・コンサートに

出演した。 

近年の活動としては、グラインドボーン音楽祭で新演出《カーチャ・カバノヴァ》ボリス、

ケルンでマシュー・ジョスリン新演出によるブレット・ディーン《ハムレット》タイトル

ロール、またベルリン・ドイツ・オペラでのトビアス・クラッツァー新演出による《こび

と》タイトルロールにおける役デビューは広く称賛された。テアトロ・レアルでクリスト

フ・ロイ新演出の《ルサルカ》王子、《ラインの黄金》フロー、デイヴィッド・マクヴィカ

ー新演出の《グロリアーナ》エセックス伯、リール・オペラ座で《さまよえるオランダ人》

エリック、プラハ国立劇場で《フィデリオ》フロレスタン、続いてロイヤル・オペラ・ハ

ウスでもトビアス・クラッツァーによる待望の演出で、病身のヨナス・カウフマンに代わ

ってこの役を演じた。リーゼ・ダヴィドセンとともに主演したこの公演は、その後 BBC4で

放映されて大絶賛された。 

英国では、ロイヤル・オペラ・ハウスで《ボリス・ゴドゥノフ》グリゴリーと《サロメ》

ナラボート、マーク・ウィッグルスワース指揮によるクリスマス・コンサート、イングリ

ッシュ・ナショナル・オペラではドライブ＆ライブ公演《ラ・ボエーム》ロドルフォ、ロ

ーレンス・オリヴィエ賞にノミネートされたダニエル・クレイマー新演出のブリテン《戦

争レクイエム》の他、《カルメン》ドン・ホセ、《蝶々夫人》ピンカートン、ホランドパー

ク・オペラでは、チャイコフスキー《イオランタ》ヴォーデモン伯爵とマスカーニ《イザ

ボー》フォルコ、オペラ・ノースでは《イェヌーファ》ラツァ、《外套》ルイージ、グライ

ンドボーン音楽祭では初演となるブレット・ディーン《ハムレット》レアティーズ、その

後のツアーではタイトルロールを演じた。 

コンサートでは、エディンバラ国際フェスティバルで《ナクソス島のアリアドネ》バッカ
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ス、アムステルダムのコンセルトヘボウでカリーナ・カネラキス指揮のオランダ放送フィ

ルハーモニー管弦楽団と《イェヌーファ》ラツァ、ウィーン楽友協会ではエルガー《ゲロ

ンティアスの夢》をハレ管弦楽団及びトーンキュンストラー管弦楽団と共演している。ま

た、ヴェルディ《レクイエム》をロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団、

ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、BBC ウェールズ・ナショナル管弦楽団と、ブリテ

ン《戦争レクイエム》をモンペリエ国立歌劇場管弦楽団、ポルトガル交響楽団と共演した。

他にも、ウラディーミル・ユロフスキ指揮のベルリン放送交響楽団とブレット・ディーン

《メロディアスより》、BBCプロムスでウラディーミル・アシュケナージ指揮のフィルハー

モニア管弦楽団とプロコフィエフ《彼らは 7 人》、アントニオ・パッパーノ指揮サラ・コ

ノリーとの共演によるロイヤル・オペラ・ハウスのストリーミング公演でマーラー《大地

の歌》、オペラ・ノース管弦楽団及びハレ管弦楽団と《ファウストの劫罰》ファウスト、ハ

レ管弦楽団及びタングルウッド音楽祭でボストン交響楽団と《ラインの黄金》フロー、そ

してベートーヴェン「交響曲第 9番」を、読売日本交響楽団、マーク・エルダー指揮のハ

レ管弦楽団とブリッジウォーター・ホール及びバービカン・センターで、ベルリン放送交

響楽団及びロンドン・フィルハーモニー管弦楽団とロイヤル・フェスティバル・ホールで

歌った。また、ベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》をベルリン放送合唱団及びポツダム

室内アカデミーと共演。リスボンでのマイケル・ティペット《我らが時代の子》にも出演

した。ヘンデル《メサイア》をロイヤル・フェスティバル・ホールでモーツァルト音楽祭

管弦楽団と、マーラー《嘆きの歌》をウラディーミル・ユロフスキ指揮のロンドン・フィ

ルハーモニー管弦楽団と、ロッシーニ《小荘厳ミサ曲》をバービカン・センターで、ハイ

ドン《ネルソン・ミサ》をマーク・エルダー指揮のハレ管弦楽団と歌っている。 

サマセット州ウェルズで生まれ育ち、ピーターバラ大聖堂の少年聖歌隊員だった。王立ノ

ーザン音楽大学、王立音楽院、国立オペラ・スタジオを卒業し、サムリング・アーティス

ト、王立音楽院アソシエイトを経て、2011年に栄誉あるジョン・クリスティ賞を受賞した。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
 

ゲロルト・フーバー（ピアノ）Gerold Huber 

シュトラウビングに生まれ、奨学金を受けてミュンヘン音楽・演劇大学でフリーデマン・

ベルガーにピアノを学ぶ。ベルリンではディートリヒ・フィッシャー＝ディースカウのリ

ート・クラスも受講した。在学以来のデュオ・パートナーであるバリトン歌手クリスティ

アン・ゲルハーヘルとともに、1998年パリ／ニューヨークの国際プロ・ムジチス賞を受賞。

2001年には、ザールブリュッケンの J.S.バッハ国際ピアノコンクールで優勝した。 

「ゲロルト・フーバーは、リートの伴奏者として引く手あまたなだけでなく、深遠さ、表

現力、見事な技術を持った素晴らしいピアニストでもある」等と、批評家たちにも常に熱

狂的にリート伴奏者として評価されている。伴奏者として様々な音楽祭にも定期的に客演

しており、それにはシュヴァルツェンベルクのシューベルティアーデ、ザルツブルク音楽

祭、ミュンヘン・オペラ・フェスティバル、シュヴェツィンゲン音楽祭、ラインガウ音楽

祭等がある。また、主要なコンサートホールにも出演しており、ケルン・フィルハーモニ

ー、フランクフルトのアルテ・オーパー、ウィーン・コンツェルトハウス、ウィーン楽友

協会、アムステルダム・コンセルトヘボウ、ロンドンのウィグモア・ホール、ニューヨー

クのリンカーン・センター、アーモリー、カーネギー・ホールの他、エッセン、ドルトム
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ント、バーデン＝バーデンのコンサートホール等が挙げられる。 

世界的に著名な歌手とも数多く共演しており、クリスティアーネ・カルク、クリスティー

ナ・ランツハマー、アンナ・ルチア・リヒター、ミヒャエル・ナジ、マクシミリアン・シ

ュミット、マルティン・ミッタールッツナー、ユリアン・プレガルディエン、ギュンター・

グロイスベック、ゲオルク・ツェッペンフェルト、タレク・ナズミ、フランツ＝ヨゼフ・

ゼーリヒ等が挙げられる。室内楽では、とりわけアルテミス・カルテットの他、ヘンシェ

ル弦楽四重奏団やトランペット奏者のラインホルト・フリードリヒ、チェロ奏者のマクシ

ミリアン・ホルヌングとも定期的に共演している。 

ソリストとしては、主に J.S.バッハ、ベートーヴェン、ブラームス、シューベルトの作品

に取り組んでおり、コンサートをミュンヘン・レジデンツ、フランスのローマ劇場、カッ

セルのクルトゥアゾマー、ウェリントンのニュージーランド・フェスティバル等で行なっ

ている。 

ベートーヴェンとシューマン、2枚のソロ CDに加えて、クリスティアン・ゲルハーヘルと

共演した多くの素晴らしい録音があり、それらは数々の賞を受賞した。審査員の評価は、

例外なくこのデュオの相性の良さと切り離せないほどの絆を強調している。また、彼の幅

広いディスコグラフィーには、ギュンター・グロイスベックとのシューベルト（デッカ）、

ベルナルダ・フィンクとのシューベルト（ハルモニア・ムンディ）、ルート・ツィーザクと

のリスト（ベルリン・クラシックス）、ハイドンやマーラー／ツェムリンスキー（カプリッ

チョ）、メンデルスゾーン（AVI）の他、エームス・クラシックからは、マクシミリアン・

シュミットとのクララ＆ロベルト・シューマン、シューベルト《美しき水車小屋の娘》、ク

リスティーナ・ランツハマーとのシューマンやヴィクトル・ウルマン、AVI からは、フラ

ンツ＝ヨゼフ・ゼーリヒとのシューベルト、R.シュトラウス、ヴォルフの各歌曲集等があ

る。21年 9月には、シューマンの全歌曲を収めた『シューマン：歌曲全集』の完全版がリ

リースされた。これはクリスティアン・ゲルハーヘルとともに長年取り組んできたもので、

ソニー・クラシカル、ハイデルベルク・リートセンター、バイエルン放送の共同制作によ

る。 

教師としても引く手あまたで、厳選されたマスタークラスを開催しており、イェール大学

やオールドバラ音楽祭、シュヴェツィンゲン音楽祭、ベルリンのピエール・ブーレーズ・

ザールにおけるシューベルト週間等で行なっている。13年より、ヴュルツブルク音楽大学

でリート伴奏科の教授を務めている。 

 

出演公演 

2023年 3月 23日[木]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭 歌曲シリーズ vol.36 

タレク・ナズミ（バス）＆ゲロルト・フーバー（ピアノ） 

 

藤森亮一（チェロ）Ryoichi Fujimori 

1963年京都に生まれる。11歳よりチェロを学び始める。京都市立堀川高等学校音楽科(現 

京都市立京都堀川音楽高等学校)を経て、1982年東京音楽大学に特待生で入学。同年第 29

回文化放送音楽賞を受賞。 

1983年第 52回日本音楽コンクール・チェロ部門第 1位。 

1986年第 21回東京国際音楽コンクール弦楽四重奏部門・齋藤秀雄賞受賞。 

1987年 NHK交響楽団に入団。 

1990年ドイツに留学し、ミュンヘンでさらに研鑽を重ねる。これまでに、故・徳永兼一郎、

上村 昇、河野文昭、ワルター・ノータスの各氏に師事。 
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1998年モルゴーア・クァルテットとして村松賞を受賞。 

1999年東京オペラシティにおいて無伴奏チェロ曲によるリサイタルを行う。また同年カザ

ルスホールにて「P.カザルスに捧げるチェロ連続演奏会」に出演し、いずれも絶賛を浴び

る。 

2000年チェロ四重奏「ラ・クァルティーナ」を結成。 

2007年度第 26回京都府文化賞功労賞を受賞。モルゴーア・クァルテットとして 2010年ア

リオン賞、2016 年第 14 回佐川吉男音楽賞奨励賞、2017 年 JXTG 音楽賞洋楽部門（本賞）、

2018年第 28回みんゆう県民大賞 芸術文化賞を受賞。 

現在、NHK 交響楽団首席奏者を務めるかたわら、ソロやアンサンブルの領域でも意欲的な

演奏を繰り広げ、国内外のアーティスト等と活発に共演。レコーディング活動においては、

ソロはもちろん、さまざまなアーティストから絶大な信頼を得ている。 

また、東邦音楽大学特任教授、国立音楽大学客員教授、東京藝術大学非常勤講師を務め後

進の指導にあたっている。 

 

出演公演 

2023年 3月 22日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

N響メンバーによる室内楽 

 

エベルハルト・フリードリヒ（合唱指揮）Eberhard Friedrich 

ダルムシュタットで生まれ、フランクフルト・アム・マインでヘルムート・リリングに指

揮を学び、1986年にコブレンツ市立劇場の合唱指揮者に就任、5年後にはヴィースバーデ

ンのヘッセン州立劇場の同ポストへと移る。91年にバイロイト音楽祭との長い関係が始ま

り、最初はアシスタントとして、2000年からはバイロイト祝祭合唱団の合唱指揮者として

携わっている。1998年からはベルリン国立歌劇場の合唱指揮者も務めている。ダニエル・

バレンボイム指揮で録音された《タンホイザー》では、ベルリン国立歌劇場合唱団を率い

て、グラミー賞受賞に少なからず寄与したことで注目を浴びた。同じくバレンボイムの指

揮したシェーンベルク《モーゼとアロン》では、ベルリン国立歌劇場合唱団は 2004年のコ

ーラス・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。また、オペラ合唱の責務に加えて、他の数多くの

合唱団とも様々な活動をしており、例えば長年にわたってシュトゥットガルト国際バッ

ハ・アカデミーと定期的に共演する一方で、バーデン＝ヴュルテンベルク州立青年合唱団

のリハーサルにも関わったりしている。さらに、クラクフ、タリン、ヴィリニュスの合唱

団やプラハ・フィルハーモニー合唱団、バイエルン放送合唱団とも共演するほか、ベルリ

ンやバイロイトでの活動に加えて、ベルリン放送合唱団、RIAS室内合唱団、最近ではウェ

ストミンスター合唱団カレッジとも共演している。 

15年間、ベルリン国立歌劇場で活動した後、2013/14シーズンにはハンブルク州立歌劇場

の合唱指揮者に就任した。また、バイロイト祝祭合唱団は彼の指導のもと、2014年に最優

秀オペラ合唱団として国際オペラ賞を受賞している。 

 
出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

2023年 4月 8日[土]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.10 ブラームス《ドイツ・レクイエム》 
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ピエロ・プレッティ（テノール）Piero Pretti 

2006年のヨーロッパツアーにおいて《ラ・ボエーム》ロドルフォでデビュー。その後のシ

ーズンでは、イェージとトレヴィーゾで《椿姫》アルフレード、サッサリで《ポリウト》

タイトルロール、ラヴェンナで《イル・トロヴァトーレ》マンリーコ、ローマ歌劇場でリ

ッカルド・ムーティ指揮《オーリードのイフィジェニー》アシルを演じた。 

11／12年のシーズンは、音楽家としてのキャリアのまさに転換点となった。ウィーン国立

歌劇場、バイエルン国立歌劇場、ミラノ・スカラ座、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウ

ス、パリのシャンゼリゼ劇場、パルマのレージョ劇場、ヴェローナのフィラルモニコ劇場、

トリノのレージョ劇場、マドリードのテアトロ・レアル等、世界的にも主要な歌劇場へと

矢継ぎ早に登場したのである。 

近年の出演としては、ハンブルク州立歌劇場、パリ、マスカット、トリエステで《ランメ

ルモールのルチア》、ヴェネツィアのフェニーチェ劇場、トリノのレージョ劇場で《椿姫》、

アレーナ・ディ・ヴェローナで《ナブッコ》、パリ・オペラ座で《蝶々夫人》、マドリード

とミラノで《リゴレット》、トリノで《蛇女》、マチェラータで《イル・トロヴァトーレ》、

ローマとナポリで《リゴレット》、ミラノで《アンナ・ボレーナ》、エディンバラで《マク

ベス》、ウィーンとパリで《仮面舞踏会》、マドリードで《ラ・ボエーム》、ミラノで《海賊》、

フィレンツェ、ローマ、セビリア、マドリードで《イル・トロヴァトーレ》、ヴェネツィア

で《ドン・カルロ》と《ウェルテル》、パルマのヴェルディ・フェスティバルで《エルナー

ニ》と《仮面舞踏会（グスタフ 3世）》、メトロポリタン歌劇場で《蝶々夫人》と《椿姫》、

シカゴ交響楽団と《カヴァレリア・ルスティカーナ》、アムステルダムのコンセルトヘボウ

で《ノルマ》にデビュー、新制作ではベルリン・ドイツ・オペラで《シチリア島の夕べの

祈り》、スカラ座で《リゴレット》等が挙げられる。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

 

幣 隆太朗（コントラバス）Ryutaro Hei 

10歳より、故奥田一夫に手ほどきを受ける。 

1999年、兵庫県立西宮高校音楽科卒業、同年、東京藝術大学入学。 

2001年、渡独。ドイツ・ヴュルツブルク音楽大学入学。DAAD外国人のための学内コンクー

ルで 1位となり、奨学金を授与される。 

05年、同大学ディプロマ試験を最高得点で卒業、同大学院マスターコースに入学。 

同年ベルリン国立歌劇場オーケストラ（シュターツカペレ・ベルリン）のアカデミー試験

に合格、首席指揮者ダニエル・バレンボイム指揮のもと、オーケストラの一員として研鑽

を積む。 

07年、南西ドイツ放送交響楽団（旧シュトゥットガルト放送交響楽団）に入団。 

現在、同楽団団員として、ドイツ国内外でのソロリサイタル、音楽祭への参加、小菅 優、

樫本大進、庄司紗矢香、フィリップ・トゥーンドゥル、セバスティアン・マンツ、セバス

ティアン・ジャコーなど、世界を代表するソリストとの室内楽の共演等、精力的に活動し

ている。 

日本では毎夏、日本帰国リサイタルツアーを開催。 

10年よりサイトウ・キネン・オーケストラのメンバーとして公演に参加。 

文屋充徳、奥田一夫、河原泰則、永島義男、南出信一、村上満志、山本 修、マティアス・



119 

 

ヴィンクラーの各氏に師事。 

12 年より上野製薬株式会社より 1670 年製コントラバスの名器「ブゼット」を貸与されて

いる 

14年より、ヴァイオリン白井 圭、チェロ横坂 源と共に、ルートヴィヒ・チェンバー・プ

レイヤーズ結成。 

 

出演公演 

2023年 4月 3日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

名手たちによる室内楽の極（きわみ） 

 

ダニエル・ベーレ（テノール）Daniel Behle 

歌手であり、作曲家でもある。自身のアルバム『MoZart』では、オーパス・クラシックの

「シンガー・オブ・ザ・イヤー2020」を受賞した。コンサート、歌曲やオペラでも同様に

成功を収めており、2020年初めにはローエングリンでデビューして高い評価を得た。レパ

ートリーは、バロックの名曲や古典派・ロマン派のレパートリーから 20 世紀、21 世紀の

作品まで幅広い。 

21／22年シーズンは、エルプフィルハーモニーでガラ・コンサート、ウィーン楽友協会で

ブリテン《戦争レクイエム》と自身のリート・リサイタルデビュー、そしてエルプフィル

ハーモニーで「グレート・ヴォイシズ」シリーズのコンサート等、いくつか重要な公演が

あった。オペラでは、《魔笛》でロイヤル・オペラ・ハウス、《ジュディッタ》と《無口な

女》でバイエルン国立歌劇場、《後宮からの誘拐》でウィーン国立歌劇場に出演した。 

シュターツカペレ・ドレスデン、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン・フィ

ルハーモニー管弦楽団、ベルリン放送交響楽団、ベルリン・ドイツ交響楽団、NDR エルプ

フィルハーモニー管弦楽団、サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団、ウィーン交

響楽団、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団等のオーケストラと定期的に共演して

おり、ステファン・アスバリー、ベルトラン・ド・ビリー、セミヨン・ビシュコフ、クリ

ストフ・エッシェンバッハ、ジェイムズ・ガフィガン、ハルトムート・ヘンヒェン、トー

マス・ヘンゲルブロック、パブロ・エラス＝カサド、マレク・ヤノフスキ、フィリップ・

ジョルダン、ファビオ・ルイージ、インゴ・メッツマッハー、ケント・ナガノ、ヤニック・

ネゼ＝セガン、ジェレミー・ローレル、アンドレアス・シュペリンク、クリスティアン・

ティーレマン、フランツ・ウェルザー＝メスト等の指揮者とも共演している。 

近年の重要なオペラ出演としては、ロイヤル・オペラ・ハウスで《コジ・ファン・トゥッ

テ》と《ドン・ジョヴァンニ》、シュトゥットガルト州立劇場で《魔弾の射手》と《ローエ

ングリン》、チューリッヒ歌劇場で《後宮からの誘拐》と《アラベラ》、バイエルン国立歌

劇場で《アラベラ》、バイロイト音楽祭で《ニュルンベルクのマイスタージンガー》と《タ

ンホイザー》等が挙げられる。 

作曲家としてもますますその名を高めており、テノールとピアノトリオのための編曲作品

『冬の旅』（ソニー・クラシカル）、『わたしのハンブルク』（ベルリン・クラシックス）、『私

の最も美しいクリスマスキャロル』（ソニー・クラシカル）に続いて、自身初のオペレッタ

《ホップとモルト》を 22～23 年の初演に向けて完成させた。着実に増えつづける彼のデ

ィスコグラフィーには賞をとった録音もいくつかある。中でも、『美しき水車小屋の娘』と

『R.シュトラウス歌曲集』（カプリッチョ）、『グルック：オペラ・アリア集』（デッカ）、『シ

ューベルト：アリア集』と『MoZart』（ドイツ・ハルモニア・ムンディ）は特に注目を浴び

た。オリヴァー・シュニーダーのピアノ伴奏による R.シュトラウス歌曲集のセカンド・ア

ルバム『前代未聞』（プロスペロ・クラシカル）は、ドイツ・レコード批評家賞を受賞して
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いる。 

現在は、妻であるスイス人ヴィオリストのカーラ・ブランカ・ベーレと 3人の子供ととも

にバーゼルに暮らしている。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

オハッド・ベン＝アリ（ピアノ）Ohad Ben-Ari 

イスラエル生まれ。12歳でソリストとしてイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団やイス

ラエル室内管弦楽団と共演、キャリアをスタートさせる。その翌年、テルアビブ大学の正

式な学生となり、ピアノ、作曲、のちには指揮・編曲も学んだ。ピアニストとしてミュン

ヘン国際音楽コンクール、誰もが憧れるアルトゥール・ルービンシュタイン国際ピアノマ

スターコンクール等の国際コンクールにおける数え切れぬほどの優勝歴を経て、世界中か

らオーケストラや室内管弦楽団のソリストとして多くの招待を受けている。彼が作曲・編

曲した作品は、世界中で演奏されている。最新作である合唱、オルガン、大編成オーケス

トラのための壮大な《レクイエム》は、ハンブルクにて昨シーズン初演された。初めての

主要なオリジナル作品となる《ティップス》は、13年にハンブルク交響楽団と初演された。

14 年には、《マリンバ協奏曲》が日本フィルハーモニー交響楽団によって東京で初演。14

年にサー・サイモン・ラトル指揮によりソリストとしてデビューして以来、ベルリン・フ

ィルハーモニー管弦楽団と緊密な関係を築いている。室内楽奏者として、様々な楽団員と

頻繁にツアーを行っている。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の委嘱を受けた《希望

のヴァイオリン》は、同楽団によって 15 年に初演された。2010 年からはベルリンに家族

と移住し、ピアニスト・作曲家として広範な活動を続けている。ヴァイオリニストのガイ・

ブラウンシュタインとマンドリン奏者のアヴィ・アヴィタルとは頻繁に共演しており、そ

の他にもアリサ・ワイラースタイン、ソル・ガベッタ、ノア・ベンディックス＝バルグリ

ー、エマニュエル・パユ、デイビット・オーロースキー、アンドレアス・オッテンザマー、

レイ・チェン、マグダレーナ・コジェナー、ユジャ・ワン等とも共演している。また、「イ

スラエル＝ドイツ芸術祭・ベルリン」の監督に従事している。この芸術祭は 14 年にドイ

ツ政府の後援を得て、彼が創設したものである。 

 

出演公演 

2023年 3月 18日[土]16:00東京文化会館 小ホール 

ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽 

2023年 3月 19日[日]15:00東京文化会館 小ホール 

オラフ・マニンガー（チェロ） 

 

外園萌香（ヴァイオリン）Moeka Hokazono 

桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)を経て、桐朋学園大学卒業。 

サントリーホール室内楽アカデミー第 2期生。 

東京・春・音楽祭、サイトウ・キネン室内楽勉強会、小澤征爾音楽塾オペラプロジェクト

X、草津夏期国際音楽フェスティヴァル、トランス＝シベリア芸術祭 in Japan等、国内外
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の音楽祭に参加。 

現在、オーケストラへの客演、室内楽を中心に活動。 

 

 出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

堀 沙也香（チェロ）Sayaka Hori 

松波恵子、岩崎洸両氏に師事。東京音楽大学付属高等学校、同大学を卒業。在学中７年間、

特待生奨学金を受ける。第 76回読売新人演奏会に出演。その後、桐朋学園大学院大学にて

さらに研鑽を積む。 

NHK-FMリサイタル、毎日新聞主催小児ガン制圧チャリティーコンサートなどに出演。 

別府アルゲリッチ音楽祭、ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャパンなどにも参加している。 

父、堀 了介とのデュオ CD『花のワルツ』、『アヴェ・マリア』をリリース。 

e-onkyo musicより『堀沙也香“ハイレゾで聴くチェロの豊潤な響き”』をダウンロード

配信中。 

東京チェロアンサンブルメンバー。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

堀 正文（ヴァイオリン）Masafumi Hori 

5 歳よりヴァイオリンをはじめ、京都市立堀川高校音楽科を経て、ドイツのフライブルク

音楽大学へ留学。在学中より、ハイデルベルク室内合奏団のソリストとして、ヨーロッパ

各地への演奏旅行を行う。  

1973年、フランクフルト放送交響楽団とヴィエニャフスキのヴァイオリン協奏曲第 1番を

共演。1974 年よりダルムシュタット国立歌劇場管弦楽団の第 1 コンサートマスターに就

任。 

ヨーロッパ各国でオーケストラ活動はもとより、ソロ、室内楽などに幅広く活躍した。  

1979年、東京での NHK交響楽団とのチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲共演が大きな

反響を呼び、同年 9 月 HNK 交響楽団にコンサートマスターとして入団。以来 35 年間の長

きにわたり楽団を牽引し、2015年、名誉コンサートマスターに就任。数多くのソロ・リサ

イタルや室内楽に幅広く活躍している。また、N 響での功績に対して有馬賞を受賞してい

る。  

その他、ジュネーヴ国際音楽コンクール、レオポルト・モーツァルト国際ヴァイオリンコ

ンクール、シュポア国際コンクールの審査員を務め、桐朋学園大学で後進の指導にあたる

など、日本クラシック界を代表するヴァイオリニストとして精力的な活動を繰り広げてい

る。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 
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堀井美香（朗読）Mika Horii 

1972 年生まれ。1995 年に TBS テレビにアナウンサーとして入社。2022 年退社しフリーア

ナウンサーに。現在も多数番組でのナレーションやポッドキャスト『ジェーン・スーと堀

井美香の「OVER THE SUN」』を担当。「yomibasho project」として自身の朗読活動も続けて

いる。自著に『音読教室』（カンゼン）。 

 

出演公演 

2023年 3月 26日[日]13:30/15:00 

東京春祭 for Kids 子どものための絵本と音楽の会 

『クマとこぐまのコンサート』 

 

リヴュー・ホレンダー（バリトン）Liviu Holender 

オーストリア出身のバリトン歌手。ウィーン国立歌劇場の子どものためのオペラ学校のメ

ンバーとして、とりわけ《トスカ》羊飼い等を演じる等、幼少の頃からオペラに親しんだ。

故郷ウィーンでは幅広い音楽教育を受け、ウィーン国立音楽大学でクラリネット、ウィー

ン音楽院でピアノを学んだ。2013年からはウィーン国立音楽大学でカールハインツ・ハン

ザーに声楽のレッスンを受け、さらに法学部の修士課程も修了している。 

フランクフルト歌劇場では《カプリッチョ》オリヴィエに加えて、《ヘンゼルとグレーテ

ル》ペーター、《はるかなる響》伯爵、《蝶々夫人》シャープレスにデビュー、次シーズン

の主な出演には、ファビオ・ルイージ指揮によるジェノヴァのカルロ・フェリーチェ劇場

と演奏会形式によるグラーツ楽友協会での 2つの《こうもり》ファルケ博士がある。また、

ウィーン・コンツェルトハウスでは、フランツ・ウェルザー＝メスト指揮ウィーン・フィ

ルハーモニー管弦楽団で J.S.バッハ《マタイ受難曲》イエスを歌う。 

17～19年まで、ミュンヘンのゲルトナープラッツ州立劇場のアンサンブル・メンバーとし

て、《密猟者》エーベルバッハ伯爵、《魔笛》パパゲーノ、《コジ・ファン・トゥッテ》グリ

エルモ、《ラ・ボエーム》ショナール、ウド・ツィンマーマンの《白いバラ》ハンス・ショ

ル等を歌った。19/20 年シーズンからはフランクフルト歌劇場のアンサンブルの常任メン

バーとなり、すでに新制作のカール・ニールセン《仮面舞踏会》ヘンレクをはじめ、《リゴ

レット》マルッロ、《ジャンニ・スキッキ》マルコ、《フィガロの結婚》アルマヴィーヴァ

伯爵、《タメルラーノ》レオーネ、《トリスタンとイゾルデ》舵手、《カルメン》モラレスと

ダンカイロ、《ドン・ジョヴァンニ》マゼット等に出演してきた。 

客演では、ミラノ・スカラ座でヴェルディ《仮面舞踏会》シルヴァーノに役デビュー、フ

ィレンツェ五月音楽祭劇場でズービン・メータ音楽監督による《こうもり》ファルケ博士、

ダニエレ・ガッティ指揮の新制作《ナクソス島のアリアドネ》ハルレキン等がある。東京・

春・音楽祭ではマレク・ヤノフスキ指揮の《ローエングリン》で王の伝令に役デビューし

た。また、リガのラトビア国立歌劇場でのアルマヴィーヴァ伯爵と並行して、ブカレスト

国立歌劇場で《道化師》シルヴィオにも出演。19年のブレゲンツ音楽祭ではマルッロで登

場した。 

オペラの舞台での活動に加え、コンサート歌手としてもますます人気を得ている。コンサ

ートの主な出演には、フレデリック・シャスラン指揮エルサレム交響楽団でマーラー《少

年の魔法の角笛》、マレク・ヤノフスキ指揮バーゼル交響楽団でブラームス《ドイツ・レク

イエム》等がある。また、リートにも注力しており、「ハイデルベルクの春」音楽祭・歌曲

アカデミーの 21 年度奨学生として、パリ・ロワイヨモン歌曲アカデミーの一環で、フィ

ラルモニ・ド・パリ、ラジオ「フランス・ミュジーク」、ロワイヨモン音楽祭、オルセー美

術館講堂、リール歌劇場等におけるリサイタルで歌った。 
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出演公演 

2023年 4月 8日[土]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.10 ブラームス《ドイツ・レクイエム》 

 

本多啓佑（オーボエ）Keisuke Honda 

福島県出身。東京藝術大学附属音楽高校、東京藝術大学音楽学部を経て同大学院修士課程

修了。ロームミュージックファンデーション、ドイツ・ベーレンベルク銀行財団より奨学

金を得てハンブルク音楽演劇大学大学院修了。日本音楽コンクールオーボエ部門他に入賞。 

また、藝大在学時より木管五重奏団アンサンブル・ミクストのメンバーとして活動し、第

7 回大阪国際室内楽コンクール管楽部門第 3 位。これまでに CD『ミクスト・ノート』、『フ

ァンタジー』をリリース。 

現在東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団首席オーボエ奏者、アンサンブル・ミクス

トのメンバーの他、洗足学園音楽大学非常勤講師を務める。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

 

本間達朗（コントラバス）Tatsuro Honma 

北海道札幌市出身。桐朋学園大学を首席で卒業。卒業時、皇居内桃華学堂にて御前演奏を

行う。08年、NHK交響楽団に入団。14年、文化庁新進芸術家海外派遣員としてウィーンに

留学し、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ソロコントラバス奏者の Herbert Mayr 氏

に師事。第 7 回日本演奏家コンクール第 1 位、第 18 回宝塚ベガ音楽コンクール第 3 位受

賞。これまでに、藤澤光雄、西田直文、Herbert Mayrの各氏に師事。桐朋学園大学非常勤

講師。 

 
出演公演 

2023年 4月 11日[火]19:00国立科学博物館 日本館 2階講堂 

ミュージアム・コンサート N響メンバーによる室内楽 

 

前橋汀子カルテット Teiko Maehashi Quartet 

出演公演 

2023年 3月 30日[木]14:00東京文化会館 小ホール 

前橋汀子カルテット 
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前橋汀子（ヴァイオリン）Teiko Maehashi 

2022 年に演奏活動 60 周年を迎えた前橋汀子は、日本を代表する国際的ヴァイオリニスト

として、その優雅さと円熟味に溢れる演奏で、多くの聴衆を魅了し続けている。5 歳から

小野アンナにヴァイオリンを学び、その後、桐朋学園子供のための音楽教室、桐朋学園高

校を通じて斎藤秀雄、ジャンヌ・イスナールに師事。17歳で旧ソ連国立レニングラード音

楽院（現サンクトペテルブルク音楽院）創立 100年記念の一環として、日本人初の留学生

に選ばれ、ミハイル・ヴァイマンのもとで 3年間学んだ。 

その後、ニューヨーク・ジュリアード音楽院でロバート・マン、ドロシー・ディレイ等の

指導を受け、さらにスイスでヨーゼフ・シゲティ、ナタン・ミルシテインの薫陶を受けた。 

レオポルド・ストコフスキーの指揮により、ニューヨーク・カーネギーホールで演奏会デ

ビュー。国内外で活発な演奏活動を展開し、世界各国の代表的なオーケストラとの協演も

数多く、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、英ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、

フランス国立管弦楽団、クリーヴランド管弦楽団、イスラエル・フィルハーモニー管弦楽

団等枚挙に暇がない。指揮者もメータ、ロストロポーヴィチ、ケンペ、サヴァリッシュ、

マズア、小澤征爾ほか多彩なマエストロたちと協演している。スイス・ロマンド管弦楽団

とは国連コンサートに招かれ、その演奏の模様は全世界に放送された。室内楽の分野でも、

ピアノのイェルク・デームス、クリストフ・エッシェンバッハ、アナトール・ウゴルスキ

等の名手たちと共演している。 

近年小品を中心とした親しみやすいプログラムによるリサイタルを全国各地で行い、2005

年から年に 1回東京・サントリーホールで開催している「アフタヌーン・コンサート」は

大好評を博している。一方、J.S.バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティ

ータ全曲演奏会、ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会、そして 2014年秋か

らはチェロ：原田禎夫、ヴァイオリン：久保田巧、ヴィオラ：川本嘉子と共にベートーヴ

ェン：弦楽四重奏曲の演奏会を行うなど、室内楽にも意欲的に取り組んでいる。 

レコーディング活動も活発に行い、デビューアルバム『チゴイネルワイゼン』、文化庁芸術

作品賞を受けた『バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティータ全集』、その

他『ヴィヴァルディ：四季』、『メンデルスゾーン＆チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏

曲』、『ヴァイオリン小品 100 曲選シリーズ全 6 巻』、自身 2 度目の録音となる『バッハ：

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティータ全集』等々がある。 

最新 CD の秋山和慶指揮、オーケストラ・アンサンブル金沢との『ベートーヴェン：ヴァ

イオリン協奏曲ニ長調、ロマンス第 2 番ヘ長調』が 2022 年 6 月に発売。著書「私のヴァ

イオリン 前橋汀子回想録」が早川書房より、最新刊「ヴァイオリニストの第五楽章」が日

本経済新聞出版より出版されている。 

2004 年日本芸術院賞、2007 年第 37回エクソンモービル（現・ENEOS 音楽賞）音楽賞洋楽

部門本賞受賞。2011年春の紫綬褒章、2017年春の旭日小綬章を受章。 

使用楽器は 1736年製作のデル・ジェス・グァルネリウス。 

 

久保田 巧（ヴァイオリン）Takumi Kubota 

東京生まれ。4歳よりヴァイオリンを始め、福島幸雄、西島英子、外山 滋、江藤俊哉の各

氏に師事。桐朋女子高等学校音楽科を経て、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の名コ

ンサートマスター、ヴォルフガング・シュナイダーハン氏に師事。 

1983年第 2回フリッツ・クライスラー国際コンクール第 2位、第 3回ミケランジェロ・ア

バド国際音楽コンクール第 1 位、そして 1984 年 1 位を出さないことで有名な、ミュンヘ

ン国際音楽コンクール・ヴァイオリン部門で日本人として初めて優勝。以来、サヴァリッ

シュ、ベルクルンド、ギーレン、チェクナヴォリアン等の指揮するミュンヘン・フィル、
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バイエルン国立歌劇場管弦楽団らと共演、ヴィンシャーマン＆ドイツ・バッハ・ゾリステ

ンの演奏旅行のソリスト等を務める。 

1988年、ウィーン・ピアノ四重奏団を結成し、室内楽にも力を入れている。サイトウ・キ

ネン・オーケストラや水戸室内管弦楽団でも長年に渡り活躍。 

1998年よりピアニストのヴァディム・サハロフとリサイタル・ツアーを行い各地で好評を

得る。2003 年プロコフィエフ没後 50 周年を記念して録音したソナタ集は、陰影の濃い、

スケールの大きな演奏でその力量を高く評価された。 

CDも数多く、『バッハ：無伴奏パルティータ集』（日本光ディスク）、『愛の喜び／クライス

ラー・アルバム』（日本クラウン）、『シューベルト・リサイタル／二重奏曲集』（日本クラ

ウン）、『ベートーヴェン･ソナタ集／クロイツェル・スプリング』（日本クラウン）、『プロ

コフィエフ／ヴァイオリン・ソナタ第 1 番、第 2 番他』(エクストン)、『バッハ：無伴奏

ヴァイオリン・ソナタ全曲』などをリリースしている。また 2004年に発売した『バッハ：

無伴奏パルティータ全曲』（エクストン）は、レコード芸術で特選盤に選ばれ名盤として高

い評価を得ている。 

2007 年からは新しいパートナーとしてピアニストのパウル・グルダと共演。2008 年には

ブラームスのヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会を開催、緻密で熟成深いアプローチが各紙

で絶賛を浴びた。また、同作品は CDリリースされ、同様に非常に高く評価されている。 

また、教育の現場でも精力的に活動。桐朋学園大学教授、国立音楽大学客員教授として後

進の指導にあたる他、子供を対象としたヴァイオリン・ワークショップも各地で好評を博

している。 

 

川本嘉子（ヴィオラ）Yoshiko Kawamoto 

前出→45p 

 

原田禎夫（チェロ）Sadao Harada 

NHK 交響楽団のチェロ奏者だった父から手ほどきを受けた後、斎藤秀雄氏に師事。桐朋学

園大学卒業。東京交響楽団の最年少首席チェリストを務めた後ジュリアード音楽院に入学、

クラウス・アダムス、ロバート・マン、ラファエル・ヒリヤー各氏に師事し室内楽の研鑽

を積んだ。東京クヮルテットを結成し、ミュンヘン国際音楽コンクールなどで圧倒的な優

勝を飾り世界の注目を浴びた。ミラノ・スカラ座、アムステルダム・コンセルトへボウ、

ニューヨーク・カーネギーホールなど世界の一流の舞台でベートーヴェン・チクルスなど

の名演を残し、録音でも数多くの賞に輝いた。 

1999 年に 30 年間在籍した東京クヮルテットを離れ、ソリストとしては NHK 交響楽団（指

揮：準メルクル）、新日本フィルハーモニー交響楽団（指揮：小澤征爾）、札幌交響楽団等

と共演。室内楽では、ロバート・マン、アルバン・ベルク弦楽四重奏団、ジュリアード弦

楽四重奏団、上海クァルテット、ジェシー・ノーマン、ピンカス・ズッカーマン、アイザ

ック・スターンなどと共演。その他、サイトウ・キネン・オーケストラなどに定期的に出

演。 

現在は水戸室内管弦楽団のメンバーを務める他、2006年に結成したアミーチ・クァルテッ

トとして、日本各地、アムステルダム・コンセルトへボウ、イタリアやドイツ各地、アメ

リカ・ワシントン DC等で演奏、室内楽講習会を続ける。 

後進の育成に大きな情熱を注ぎ、奥志賀室内楽講習会、プロジェクト Q、スイス国際ミュ

ージックアカデミー、タングルウッド音楽祭室内楽マスタークラス、北京室内楽講習会な

ど数々の講習会や音楽祭で若い音楽家たちを指導している。 

アメリカ・イェール大学音楽学部教授、ドイツ・トロッシンゲン国立音楽大学教授を経て、

現在は上野学園音楽大学教授を務める。 
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牧野晴美（ダンス）Harumi Makino 

スコットランドのハイランドダンスのダンサーで教師。 

ブルターニュでのケルティックフェスティバル参加を機に、ブルトンダンスを始める。踊

る!!ライフバランスナビゲーター服部晴美として、発酵リビングフード®︎の普及にもつと

めている。 

* 東京スコティッシュブルーベルクラブ会員 

* SDTA（スコットランドダンス教師協会）公認教師 

* アーリーダンスグループカプリオル、メンバー 

 

出演公演 

2023年 4月 14日[金]11:00/14:00国立西洋美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「憧憬の地 ブルターニュ」展 記念コンサート vol.2 大竹 奏（フィドル） 

 

升島唯博（テノール）Tadahiro Masujima 

エリザベト音楽大学卒業。渡独後、デトモルト音楽大学、リューベック音楽大学卒業、同

大学院在学中は宗教曲での活躍の一方、オペラにも多数出演。リューベック音楽大学にお

ける《ウィンザーの陽気な女房たち》フェントンでは、同時に行われた修了試験で最高点

を獲得した。オランダ・オイレギオ国際声楽コンクール優勝。第 4回東京国際声楽コンク

ール第 2位（オペレッタ部門）、第 3位（歌曲部門）、第 5位（一般部門）入賞。ブレーメ

ン歌劇場オペラアカデミーにおいてシュピール・テノール（テノール・ブッフォ）として

契約を結ぶ。 

ブレーメン歌劇場 2008-2009年のシーズンに《魔笛》モノスタトス、《サロメ》ユダヤ人、

ロッシーニ《マホメット 2 世》（ミヒャエル・ハンペ演出）セリモで出演。2009 年冬には

ハンブルク州立劇場ヴィクトール・ウルマン《アトランティスの皇帝》ハルレキン、2010

年同オペラ同役（新演出）でミュンスター州立劇場に出演。同年オイティーン夏期オペラ

フェスティバル《ピノキオ》タイトルロール、同《天国と地獄》マーキュリー出演。同役

では、ハイデルベルクオペラ劇場 2010-11 年シーズンにも出演。ミュンスター州立劇場

2011-12 年シーズンにジングシュピール《夢食い小人》タイトルロール、モンテヴェルデ

ィ《ユリッセの帰還》ピザンドロ、オッフェンバック《盗賊》フラゴレット等、ドイツ各

地の歌劇場に多数出演。 

2012年には《ラインの黄金》ミーメ、ローゲで東京デビュー後、13年日生劇場《フィデリ

オ》(飯守泰次郎指揮)ヤッキーノ、14 年東京と大分にて《ヘンゼルとグレーテル》魔女、

小澤征爾音楽塾《フィガロの結婚》（小澤征爾指揮）ドン・クルツィオ、15 年二期会《魔

笛》（宮本亞門演出）僧侶 2、同《ウィーン気質》ヨーゼフ、16年同《フィガロの結婚》ド

ン・クルツィオ、17年同《ばらの騎士》ヴァルツァッキ、同《蝶々夫人》ゴロー、新国立

劇場《ばらの騎士》元帥夫人の執事、18年秋田アトリオンホール《こうもり》ブリント博

士、名古屋で《ジークフリート》ミーメ、新国立劇場《魔笛》モノスタトス、日生劇場《後

宮からの逃走》ペドリッロ、二期会《サロメ》ユダヤ人 1、《天国と地獄》マーキュリー、

新国立劇場《エウゲニ・オネーギン》トリケ、広島シティーオペラ《ジャンニ・スキッキ》

リヌッチョで出演。2020年にはコロナ禍により多くのオペラ公演、演奏会がキャンセルに

なる中、新国立劇場鑑賞教室《魔笛》関西公演にモノスタトスで出演し演奏活動を再開。

無観客、映像配信の先駆けとして《セヴィリアの理髪師の結婚》を収録し配信。21年新国
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立劇場鑑賞教室《カルメン》レメンダード、二期会《魔笛》モノスタトス、オスカー・ワ

イルド原作の《幸せの王子～ハピー・プリンス～》（加賀清孝台本・作曲）に教授役にて出

演。22 年松本市民オペラ《山と海猫》（加藤直台詞・詩・演出、信長貴富作曲）森田、新

国立劇場《ばらの騎士》元帥夫人の執事、続けて同《魔笛》モノスタトス、同鑑賞教室《蝶々

夫人》ゴロー等数多くの公演に出演している。 

ヘンデル《メサイア》、バッハ《マタイ受難曲》、ベートーヴェン《第九》等のコンサート・

ソリストとして、また、ドイツ語指導者としても活動している。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

松井亜希（ソプラノ）Aki Matsui 

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、同大学院修士課程および博士課程を修了、プーランク

の歌曲作品を研究し博士号取得。在学中アカンサス音楽賞、同声会賞、三菱地所賞受賞。

日仏声楽コンクール優勝、日本ドイツリートコンクール優勝、文部科学大臣奨励賞、日本

R.シュトラウス協会賞受賞、日本音楽コンクール（歌曲部門）入賞。大学在籍中よりバッ

ハ・コレギウム・ジャパン（BCJ）の声楽メンバーとして国内外の公演や録音に参加、ライ

ンガウ音楽祭、バッハ音楽祭（ドイツ）、カナリア諸島音楽祭（スペイン）などではバッハ

やヘンデル独唱を務めた。パンデミックが始まった 2020 年 3 月ケルンで行われた BCJ の

《ヨハネ受難曲》無観客ライブ配信では急遽ソリストを務め、その歌唱は絶賛された。オ

ペラシティ財団主催リサイタルシリーズ「B→C バッハからコンテンポラリーへ」、日本現

代音楽協会主催「リゲティ没後 10年によせて」にてリゲティ作曲《Aventures》、《Nouvelles 

Aventures》を上演する等、バロックから現代まで幅広いレパートリーを持つ。NHK-BS ク

ラシック倶楽部、NHK-FMリサイタル・ノヴァ出演。松井亜希アフタヌーン・コンサート・

シリーズ主宰。 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00国立科学博物館 日本館 2階講堂 

ミュージアム・コンサート  松井亜希（ソプラノ） 

 

松浦奈々（ヴァイオリン）Nana Matsuura 

桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学を首席で卒業、読売新聞社主催 新人演奏

会に出演。 

第 51回全日本学生音楽コンクール大阪大会中学の部第 1位。第 54回全日本学生音楽コン

クール東京大会高校の部第三位。第 15 回宝塚ベガ音楽コンクール第 1 位。ヴァイオリン

を故工藤千博、原田幸一郎の両氏に、室内楽を徳永二男、毛利伯郎の両氏に師事。 

在学中よりソロ、室内楽を中心に活動し、東京クヮルテット、ジュリアード弦楽四重奏団、

フェルメール弦楽四重奏団、バルトーク弦楽四重奏団、ギュンター・ピヒラー各氏など数々
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のマスタークラスを受講。 

2007 年にクァルテット Nats としてトマス・ツェートマイヤー・クァルテットとサントリ

ーホールにて共演、2009 年には JT アートホールにてレガーメ・クァルテットの第 1ヴァ

イオリンとしてデビューを果たす。「プロジェクト Q」第 1章～4章、JTアートホール室内

楽シリーズ、鎌倉ゾリステン、宮崎国際音楽祭、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」等に出演。 

2011 年から日本センチュリー交響楽団アシスタント・コンサートミストレス、2015 年同

楽団コンサートマスターを務める。2019年度咲くやこの花賞受賞。 

 

出演公演 

2023年 4月 7日[月]14:00東京都美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート   

「エゴン・シーレ展」記念コンサート vol.4 松浦奈々（ヴァイオリン） 

 

松尾俊介(ギター) Shunsuke Matsuo 

京都市に生まれる。10代より東京国際ギターコンクールなど、数々のコンクールに受賞歴

を持つ。2003 年パリ国立高等音楽院ギター科を審査員満場一致の首席で卒業。2004 年に

は、同音楽院室内楽科を卒業、アントニー国際ギターコンクール（フランス）にて第 3位

入賞し、5年間 のフランス留学を終えて日本に帰国する。庄内国際ギターフェスティバル

第 1位。 

2005年、古楽と現代音楽に焦点を当てたファーストアルバム『ヴァリエ 1』をリリースし、

トッパンホールにてデビューリサイタルを開催。その後は HAKUJU ギターフェスタ、ベオ

グラード国際ギターアートフェスティバル（セルビア）、 サラエボの冬（ボスニア・ヘル

ツェゴビナ）、ヨンジュ国際ギターフェスティバル（韓国）、ギター上海 2014（中国）など

の音楽祭に招かれるほか、NHK-FM名曲リサイタル、NHK-FMリサイタル・ノヴァ、東京オペ

ラシティ主催「B→C」、東京・春・音楽祭「東博でバッハ」「ミュージアム・コンサート」

シリーズ、ザ・シンフォニーホール主催「バトンリレーコンサート」等に出演。これまで

に東京交響楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団等のオーケストラと共演、ソリストとし

て、室内楽奏者として、邦楽との共演や新作の初演など、国内外で多彩な演奏活動を展開

している。2015～2016 年に開催されたリサイタルシリーズ「Horizon」では、武満徹没後

20 周年を記念したリサイタルが NHK-FM「現代の音楽」で放送されるなど大きな注目を集

め、2019 年にはテノール歌手望月哲也氏とのシューベルト「白鳥の歌」、史上初のギター

伴奏による全曲演奏を自編により行い大成功を収めた。一般財団法人地域創造公共ホール

音楽活性化支援事業登録アーティスト。 

ギターを渡部延男、福田進一、アルベルト・ポンセ、キャレル・アルムス、オリヴィエ・

シャッサンの各氏に、古楽をエリック・ベロック氏に、室内楽をラスロ・ハダディ、上田

晴子の各氏に師事。 

CD は 2008 年、この年没後 60 年を迎えたメキシコの作曲家マヌエル・ポンセ作品集

『Varie4/Ponce Guitar Works』を現代ギター社より、2013年には自身がすべての編曲を

手がけたバッハのリュート作品を中心とした『ギターが奏でるバッハの世界』、2015年『ト

リアエラ～ローラン・ディアンス作品集』をベルウッドレコードより、2016年『エキノク

ス～武満徹へのオマージュ』をマイスター・ミュージックよりリリース、いずれもレコー

ド芸術誌特選盤に選ばれる。最新アルバムはフルート奏者瀬尾和紀氏とのウィーン音楽作

品集『ビーダーマイヤー』を 2020年にリリース。 
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出演公演 

2023年 3月 22日[水]19:00国立科学博物館 地球館地下２階常設展示室 

ミュージアム・コンサート  瀬尾和紀（フルート）＆松尾俊介（ギター） 

 

松野弘明（ヴァイオリン）Hiroaki Matsuno 

山梨県甲府市生まれ。 

6歳の時に才能教育海外派遣メンバーとして、アメリカ、カナダへの海外ツアーに参加。 

中学 3年生の時、全日本学生音楽コンクール中学生の部全国第 1位 

桐朋学園大学在学中、日本音楽コンクール第 3位、東京室内楽コンクールに入選。87年サ

イトウ・キネン・オーケストラの欧州ツアーに最年少メンバーとして参加。88年ニューイ

ングランド音楽院に留学。在学中ニューイングランド室内楽団でコンサートマスターおよ

びソリストとして活躍。 

帰国後、ソリストとして、イギリス室内管弦楽団やカメラータ・ドゥ・ロクセルロワ室内

管弦楽団等ヨーロッパのオーケストラの他、国内主要オーケストラとも共演を重ねる。ま

た多くの指揮者やオーケストラから厚い信頼を寄せられ、ゲスト・コンサートマスターと

して多くのオーケストラから招かれている。東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団客

員コンサートマスター、京都フィルハーモニー室内合奏団ソロ・コンサートマスターを歴

任。またソロ・リサイタルや室内楽コンサートで目覚ましく活躍。これまでにアイザック・

スターン、アレクサンダー・シュナイダーといった 20 世紀を代表するアーティスト達と

も数多く共演している。古典から現代までに及び幅広いレパートリーとその高度なテクニ

ックに裏付けされた確かな音楽性が各方面から高く評価されている。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

ユリア・マトーチュキナ（メゾ・ソプラノ）Yulia Matochkina 

ロシア出身のメゾ・ソプラノ歌手。2022/23 年シーズンは、とくに一連の重要な再出演と

デビューを飾る年である。再出演では、メトロポリタン歌劇場で《ドン・カルロ》エボリ

公女、ロサンゼルス・オペラで《仮面舞踏会》ウルリカ、ベルリン・ドイツ・オペラで《ア

イーダ》アムネリスと《ローエングリン》オルトルート、チューリッヒ歌劇場で《イル・

トロヴァトーレ》アズチェーナ、ローマ歌劇場とボルティモア交響楽団、オランダ国立オ

ペラ（演奏会形式）でヴェルディ《レクイエム》等がある。デビューでは、今回の東京・

春・音楽祭をはじめ、ロイヤル・オペラ・ハウスで《ドン・カルロ》エボリ公女、バイエ

ルン国立歌劇場で《仮面舞踏会》ウルリカを演じる。 

さらに今後のデビューとしては、コヴェント・ガーデンのロイヤル・オペラ・ハウス、ア

レーナ・ディ・ヴェローナ、ベルリン・ドイツ・オペラ、オランダ国立オペラ、チューリ

ッヒ歌劇場、ボルティモア交響楽団等で、《ドン・カルロ》エボリ公女、《イル・トロヴァ

トーレ》アズチェーナ、《アイーダ》アムネリス、《カルメン》、《ローエングリン》オルト

ルート、ヴェルディ《レクイエム》に出演する予定である。 

最近の活動としては、メトロポリタン歌劇場で《リゴレット》マッダレーナ、ロサンゼル

ス・オペラで《タンホイザー》ヴェーヌス、スカラ座でシカゴ交響楽団（リッカルド・ム
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ーティ指揮）と《仮面舞踏会》ウルリカ、アレーナ・ディ・ヴェローナには《カルメン》

タイトルロールでハウス・デビュー、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団とヴェルデ

ィ《レクイエム》、パリ国立オペラで《ホヴァーンシチナ》マルファ、ベルリン・ドイツ・

オペラで《ドン・カルロ》エボリ公女と《カルメン》、ザルツブルク音楽祭とハンブルク州

立歌劇場で《ルイザ・ミラー》フェデリカ、ラス・パルマスで《カヴァレリア・ルスティ

カーナ》サントゥッツァ、ロッテルダムのデ・デーレンで《ファウストの劫罰》マルグリ

ート、フィラルモニ・ド・パリで《パルジファル》クンドリ、東京の新国立劇場で《ドン・

カルロ》エボリ公女と《サムソンとデリラ》デリラ、ミュンヘンのガスタイクとエルプフ

ィルハーモニー・ハンブルク、バーデン＝バーデンで《トリスタンとイゾルデ》ブランゲ

ーネ、モスクワのボリショイ劇場と東京の新国立劇場で《皇帝の花嫁》リュバーシャ、サ

ンクトペテルブルグのマリインスキー劇場では、《アイーダ》アムネリス、《アドリアーナ・

ルクヴルール》ブイヨン公爵夫人、《トロイアの人々》ディドン、《サムソンとデリラ》デ

リラ、《修道院での婚約》クララ等を演じた。 

マリインスキー劇場屈指のソリストとして、《アイーダ》アムネリス、《ドン・カルロ》エ

ボリ公女、《アドリアーナ・ルクヴルール》ブイヨン公爵夫人、《トロイアの人々》ディド

ン、《サムソンとデリラ》デリラ、《タンホイザー》ヴェーヌス、《パルジファル》クンドリ、

《スペードの女王》ポリーナ、《ベンヴェヌート・チェッリーニ》アスカーニオ、《ドン・

キショット》ドゥルシネ、《ファウストの劫罰》マルグリート、《オルレアンの少女》ジャ

ンヌ・ダルク、《ホヴァーンシチナ》マルファ等に登場している。2015年、第 15回チャイ

コフスキー国際コンクールで第 1位と金メダルを受賞した。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

 

オラフ・マニンガー（チェロ）Olaf Maninger 

1964年、ドイツ、レクリングハウゼン生まれ。78年からヤーノシュ・シュタルケルに師事

し、85年から 91年にかけては、ボリス・ペルガメンシコフに学ぶ。94年、フランクフル

ト放送交響楽団のソロ・チェロ奏者に就任した後、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

に移籍する。96年、ソロ・チェロ奏者に昇格。97年から 2002年までは、同団のメディア

活動管理会社の取締役を務めた。また 02 年の財団法人ベルリン・フィルハーモニー管弦

楽団の設立以降は、財団役員を務めている。現在、同団のメディア代表として活躍。映像

配信サービス「デジタル・コンサートホール」の発足に貢献し、08年からは、その運営会

社、ベルリン・フィル・メディアの取締役を務めている。室内楽奏者としては、「ベルリ

ン・フィル 12人のチェリストたち」のメンバーでもある。 

 

出演公演 

2023年 3月 18日[土]16:00東京文化会館 小ホール 

ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽 

2023年 3月 19日[日]15:00東京文化会館 小ホール 

オラフ・マニンガー（チェロ） 
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三浦謙司（ピアノ）Kenji Miura 

2019 年 11 月アルゲリッチが審査員長を勤めたロン・ティボー・クレスパン国際コンクー

ルにて優勝及び 3つの特別賞を獲得、新な才能としてその名を世界に知られることになる。 

これまで第 4回マンハッタン国際音楽コンクール金賞受賞、第 1回 Shigeru Kawai国際ピ

アノコンクール優勝、2017 年スタインウェイコンクールベルリン第 1 位をそれぞれ獲得。

第 9回浜松国際ピアノコンクールで奨励賞及びに AAF賞を受賞。 

ウィグモア・ホール、ベルリン・コンツェルトハウス、ラジオ・フランス大ホール、アク

トシティ浜松の他、モスクワ国際音楽の家、東京文化会館、浜離宮朝日ホールなど世界中

の数々の会場に招かれる。 

これまでにフランス国立管弦楽団、ウラジミール・スピヴァコフ氏率いるモスクワ・ヴィ

ルトゥオージ、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、神奈川フィルハーモニ

ー管弦楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団などと共演。 

ルール・ピアノ・フェスティバル、リヨン・ショパン・フェスティバル、別府アルゲリッ

チ音楽祭、東京・春・音楽祭など世界各地のフェスティバルから招きを受ける。 

1993年神戸生まれ。4歳から自らピアノを始め、13歳で英国政府主宰の音楽とダンス専門

教育のための奨学金を獲得、単独渡英しロンドン・パーセル・スクールに入学。ロシャン・

マガブ及びウィリアム・フォンのもとでピアノを学ぶ。 

2011年、ロンドン王立音楽アカデミー、ベルリン芸術大学、カーティス音楽院の受験にす

べて合格、ベルリン芸術大学にてクラウス・ヘルヴィヒ氏に師事、研鑽を積む。2012年夏、

音楽の世界から一度離れる決意をし、ベルリン芸術大学を中退。日本で様々な仕事をしな

がらボランティア活動にも参加。2014 年 4 月、同じくベルリン ハンス・アイスラー音楽

大学に入学、エルダー・ネボルシン氏に師事。 

ワーナークラシックス・ジャパンより 2022年 11月 4日、新アルバム『アイデンティティ』

をリリース。 

 

出演公演 

 2023年 3月 26日[日]14:00東京文化会館 小ホール 

アンドレアス・オッテンザマー（クラリネット）＆三浦謙司（ピアノ） 

2023年 3月 28日[火]19:00東京文化会館 小ホール 

シューマンの室内楽 

 

水谷 晃（ヴァイオリン）Akira Mizutani 

大分市生まれ。桐朋学園大学を首席で卒業。ヴァイオリンを小林健次氏、室内楽を原田幸

一郎・毛利伯郎の各氏と東京クヮルテットに師事。 

在学中 Verus String Quartetを結成し松尾学術振興財団より助成を受け、イェール大学

夏期アカデミー・ノーフォーク室内楽フェスティバルに参加。その後、第 57 回ミュンヘ

ン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門で第 3位入賞。 

2010 年 4 月より国内最年少のコンサートマスターとして群馬交響楽団コンサートマスタ

ーに就任。2012年、同団での活躍が評価され、第 9回上毛芸術文化賞を受賞。2013年 4月

より東京交響楽団コンサートマスター。2018年 6月よりオーケストラ・アンサンブル金沢

客員コンサートマスターを兼任。 

桐朋学園大学非常勤講師。 
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出演公演 

2023年 4月 5日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

ブラームスの室内楽 Ⅹ 

 

ダミアナ・ミッツィ（ソプラノ）Damiana Mizzi 

イタリア出身のソプラノ歌手。8 歳でピアノの勉強を始めた。マリア・グラツィア・パー

ニ指導のもと、モノーポリのニーノ・ロータ音楽院を優秀な成績で卒業、アメリア・フェ

ッレとマリエッラ・デヴィーアに師事した。 

ナターレ・デ・カロリス、マヌエラ・カスター、ステーファノ・ジャンニーニ、ドメニコ・

コラヤンニ、アルフォンソ・アントニオッツィ、ダニエラ・バルチェローナのマスターク

ラスに参加、アルベルト・ゼッダによるペーザロのロッシーニ・アカデミーにも参加した。 

その後、ローマにあるサンタ・チェチーリア国立アカデミアのオペラ・スタジオでレナー

タ・スコットのクラスを受けた際には、「すぐに彼女には音楽性と声楽スタイルに対する

卓越した素質があることがわかった……尊敬する歌手であり、必ず優れた結果を出せる一

流の歌手だ」と評された。 

プラシド・ドミンゴの「オペラリア 2017」ファイナリストに選ばれた他、多くの世界的な

声楽コンクールで優勝しており、第 63回アスリコ、第 10回オッターヴィオ・ジーノ国際

コンクール、フランシスコ・ヴィニャス国際声楽コンクール特別賞等が挙げられる。 

2004年にパイジエッロ《セビリアの理髪師》ロジーナで若くしてデビュー、その後イタリ

ア国内外の歌劇場に数多くの役で出演、ドニゼッティ《愛の妙薬》アディーナ、モーツァ

ルト《コジ・ファン・トゥッテ》デスピーナ、ベッリーニ《カプレーティとモンテッキ》

ジュリエッタ、ヴェルディ《ファルスタッフ》ナンネッタ、モーツァルト《フィガロの結

婚》スザンナ、ロッシーニ《ランスへの旅》コリンナ、ヴェルディ《リゴレット》ジルダ、

ニーノ・ロータ《フィレンツェの麦わら帽子》エレナ、プッチーニ《ジャンニ・スキッキ》

ラウレッタ、ヤナーチェク《利口な女狐の物語》タイトルロール、プッチーニ《ラ・ボエ

ーム》ムゼッタ、チマローザ《秘密の結婚》エリゼッタ、ペルゴレージとパイジエッロ《奥

様女中》セルピナ、ロッシーニ《チェネレントラ》クロリンダ、《アルジェのイタリア女》

エルヴィーラ、ヴェルディ《仮面舞踏会》オスカル、カヴァッリ《カリスト》サティリー

ノ等を演じた。 

また、イタリア国内外の劇場や音楽祭で活躍しており、スカラ座、ローマ歌劇場、サンタ・

チェチーリア国立アカデミア、フェニーチェ劇場、サン・カルロ劇場、トリノ・レージョ

劇場、フィレンツェ歌劇場、パルマ・レージョ劇場、ラヴェンナ音楽祭、ストレーザ音楽

祭、ペーザロ・ロッシーニ音楽祭、バーリ・ペトゥルッツェッリ劇場、レアーテ音楽祭、

ロンバルド歌劇場、ブレーメン音楽祭、オビエドのカンポアモール劇場、サヴォンリンナ・

オペラ・フェスティバル、ロイヤル・オペラ・ハウス・マスカット、リューベック劇場、

モスクワのボリショイ劇場、北京の中国国家大劇院、西安の狭西大劇院等に出演した他、

シカゴ交響楽団とも共演している。 

現代音楽にも積極的に取り組んでおり、定期的に演奏する 20／21 世紀のレパートリーに

は、M.ダミーコ、F.ペンニージ、R.ヴァッカ等の重要な作曲家が挙げられる他、L.グレゴ

レッティ、G.グアッチェロ、D.カルニーニ等の作品の世界初演もしている。ローマのヌオ

ヴァ・コンソナンツァ音楽祭にも幾度か参加している。 

重要な指揮者とも共演しており、リッカルド・ムーティ、ケント・ナガノ、ブルーノ・カ

ンパネッラ、ドナート・レンゼッティ、リッカルド・フリッツァ、リュー・ジァ、ジャン

パオロ・ビサンティ、クリストフ・ルセ、アンドレア・バッティストーニ、ローラント・

ベーア、ファビオ・ビオンディ、ダニエル・スミス、マルコ・アンジウス、ニコラ・パス
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コフスキ、ルイジ・ピオヴァーノ、クリスチャン・カポカッチャ、フランチェスコ・ラン

ツィッロッタ等が挙げられる。 

11／12年から 14／15年まで、ローマ・サンタ・チェチーリア音楽院のプレアカデミック・

コースで声楽の教師を務め、現在はラヴェンナのジュゼッペ・ヴェルディ高等音楽院で声

楽を教えている。様々な室内アンサンブルと定期的に共演し、ヘミスフェリア・トリオの

メンバーでもある。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

 

宮坂拡志（チェロ）Hiroshi Miyasaka 

東京生まれ。4歳半よりチェロを始める。 

桐朋女子高等学校（共学）音楽科を経て桐朋学園大学を卒業。その後 N 響アカデミー（1

期生）を経て 2007年に NHK交響楽団入団。 

これまでにプロジェクト Q、小澤征爾音楽塾オペラプロジェクト、小澤征爾・ロストロポ

ーヴィッチの各氏によるコンサートキャラバン、東京・春・音楽祭、宮崎国際音楽祭、軽

井沢国際音楽祭等に出演。 

2010年アフィニス文化財団の海外研修員として国立ミュンヘン音楽大学へ留学。 

今までにチェロを木越 洋、堤 剛、ウェン＝シン・ヤンの各氏に師事。室内楽を故ゴール

ドベルク山根美代子に師事。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

三輪 郁（ピアノ）Iku Miwa 

今、もっともウィーンの薫りを伝え得ると思われる日本人ピアニスト 三輪 郁はウィー

ン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者たちから大きな信頼を得ており、コンサートマ

スターのライナー・キュッヒル、ライナー・ホーネック、フォルクハルト・シュトイデ、

首席フルーティストのヴォルフガング・シュルツ、更にホーネックと首席チェリストのフ

ランツ・バルトロメイ、首席クラリネットのエルンスト・オッテンザマーによる「ウィー

ン・ゾリステン・トリオ」等と度々共演。 

さらにエマニュエル・パユ（フルート）、ラデク・バボラク（ホルン）、オーボエ奏者で指

揮者でもあるハンスイョルク・シェレンベルガー、プラジャーク・クヮルテット、ミハル・

カニュカ（チェロ）、セバスティアン・マンツ（クラリネット）などと共演している。 

代々音楽家の家系に生まれ、優れた音楽環境の中で育った三輪 郁は、幼少期からピアノ

に親しみ、三浦みどり、大島久子、ハンス・グラーフ、ヴォルフガング・ヴァッツィンガ

ー、ハインツ・メディモレックらに師事している。桐朋女子高等学校を経て、ウィーン国
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立音楽大学及び大学院に学んだ三輪 郁は満場一致の最優秀で修了し、オーストリア政府

から表彰された。 

その後はイタリアのフィナーレ・リグレにおけるパルマ・ドーロ国際コンクールにおいて

審査員全員一致で第 1位に選ばれたほか、ドイツ・ドルトムント国際シューベルトコンク

ールや浜松国際ピアノコンクールなどでも入賞している。 

これを契機にウィーンを拠点とした演奏活動が本格化する。ウィーン楽友協会・ブラーム

スザールやウィーン・コンツェルトハウスでのコンサートのほか、ドルトムント・フィル

ハーモニー管弦楽団、メクレンベルク・シュターツカペレ・シュヴェーリン、ドイツ・ハ

レ歌劇場管弦楽団、ノルウェー放送交響楽団、オールボー交響楽団、セヴィリア王立交響

楽団、ニース交響楽団、ソフィア・フィルハーモニー管弦楽団、北京交響楽団、広州交響

楽団などと共演しており、日本でも新日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモ

ニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、東京都交響楽団、大阪センチ

ュリー交響楽団、大阪交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、札幌交響楽団、群馬交

響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、セントラル愛知交響楽団、オーケストラ・ア

ンサンブル金沢、紀尾井シンフォニエッタ東京（現：紀尾井ホール室内管弦楽団）などと、

ソリストとして共演する他、NHK 交響楽団や新日本フィルなど日本のオーケストラのコン

サートマスター、首席奏者たちとの室内楽コンサートでの数多くの共演を通じての音楽的

信頼も厚い。 

特にウィーンフィル第 1 コンサートマスター フォルクハルト・シュトイデとは長年デュ

オを組んでおり、2021年広島交響楽団定期演奏会にも招かれて共演した。 

東京においては 2003年から 2006年まで、ウィーン時代のモーツァルトに焦点をあてたコ

ンサートシリーズ『4254日の奇蹟～ウィーンのモーツァルト』を企画開催し、大きな注目

を集めた。ピアノのためのソロ作品のみならず、オペラや管弦楽作品のピアノ版演奏、更

にピアノ協奏曲を含む 5公演はウィーンの空気をふんだんに吹き込むような演奏で魅了し

て高い評価を得た。その一方で、テレビ番組化されたドラマ「のだめカンタービレ」（フジ

テレビ）をはじめ「のだめ」関連のピアノ音楽監修や落語家 春風亭小朝とのコラボレーシ

ョン、さらにエッセイを出版するなどその活動は多彩を極めている。 

三輪 郁の演奏は放送、CD などでも聴くことができるが、最近では特に『バルトーク：ピ

アノ作品集』《Miwa Iku-Schubert》（販売元：キング・インターナショナル、発売元：風樂）

《Mozartiana／Iku Miwa》（制作：オクタヴィア・レコード）がシリーズ化されており、そ

れぞれ「レコード芸術」誌「特選盤」「準特選盤」に選ばれるなど好評を博している。 

ソリストとして、室内楽奏者として、ウィーンの演奏様式を伝承する魅力溢れる音楽家 三

輪 郁は古典から現代における幅広いレパートリーを持つピアニストとして、今後一層の

活躍が多いに期待されている。 

現在、山形大学教授、桐朋学園大学講師。 

 

出演公演 

2023年 4月 7日[月]14:00東京都美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート   

「エゴン・シーレ展」記念コンサート vol.4 松浦奈々（ヴァイオリン） 
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リッカルド・ムーティ（指揮）Riccardo Muti 

ナポリ生まれ。サン・ピエトロ・ア・マイエッラ音楽院でヴィンチェンツォ・ヴィターレ

にピアノを学び、優秀な成績で卒業。その後ミラノのジュゼッペ・ヴェルディ音楽院でブ

ルーノ・ベッティネッリとアントニーノ・ヴォットに師事し、作曲と指揮でディプロマを

取得した。 

1967年ミラノのグィード・カンテッリ国際指揮者コンクールにおいて、審査員の満場一致

により優勝、初めて批評家と聴衆からの注目を集めた。68 年「フィレンツェ五月音楽祭」

の首席指揮者となり、80年までその任を務めた。71年、ヘルベルト・フォン・カラヤンに

招かれてザルツブルク音楽祭に初登場。以降、何度も出演を重ね、2020年には同音楽祭と

の芸術的なコラボレーションが 50周年を迎えた。 

1970年代はオットー・クレンペラーの後を継いでロンドンのフィルハーモニア管弦楽団の

首席指揮者（72～82 年）を務め、80～92 年まではユージン・オーマンディの後任として

フィラデルフィア管弦楽団の音楽監督を務めた。 

1986～2005年までミラノ・スカラ座の音楽監督として、モーツァルトのダ・ポンテ三部作

やワーグナーの『リング』ツィクルス等の主要なプロジェクトを手がける。また、レパー

トリーである古典の名曲と並行して、演奏される機会の少ない作品や顧みられることのな

い作品も取り上げた。そのなかには 18世紀ナポリ楽派の作品や、グルック、ケルビーニ、

スポンティーニ等のオペラがある。プーランク《カルメル派修道女の対話》では、批評家

たちから栄えあるアッビアーティ賞を受賞した。 

スカラ座の音楽監督として過ごした長い歳月が最高潮を迎えたのは、改修を終えたスカラ

座の輝かしい再開を祝う、2004 年 12 月 7日のアントニオ・サリエリ《見出されたエウロ

ーパ》公演だった。 

ヴェルディ作品に対する貢献は多大で、これまでに《エルナーニ》、《ナブッコ》、《シチリ

ア島の夕べの祈り》、《椿姫》、《アッティラ》、《ドン・カルロ》、《ファルスタッフ》、《リゴ

レット》、《マクベス》、《運命の力》、《イル・トロヴァトーレ》、《オテロ》、《アイーダ》、《仮

面舞踏会》、《二人のフォスカリ》、《群盗》等を指揮している。スカラ座の音楽監督として

の在任期間は史上最長である。 

並はずれた経歴のなかで世界の一流オーケストラのほとんどを指揮しており、ベルリン・

フィルハーモニー管弦楽団、バイエルン放送交響楽団、ニューヨーク・フィルハーモニッ

ク、フランス国立管弦楽団等の他、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団とは 1971 年ザ

ルツブルク音楽祭で共演して以来、とりわけ親密で大切な絆によって結ばれている。 

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の創立 150周年記念コンサートを指揮するために招

かれた際には、オーケストラから特別な尊敬と愛情の印として、ごく少数の選ばれた指揮

者にしか与えられない「金の指環」が贈られた。1993年、97年、2000年、04年、18年に

続いて、21年には自身 6回目となるニュー・イヤー・コンサートでウィーン・フィルハー

モニー管弦楽団を指揮した。18年のコンサート録音は、同年 8月ザルツブルク音楽祭での

同管弦楽団とのコンサートに際してダブル・プラチナムを達成している。 

03年 4月、ラジオ・フランスの音楽専門局フランス・ミュジークが「リッカルド・ムーテ

ィの日」と題した番組を放送し、これまでに彼が指揮してきたすべてのオーケストラとの

オペラや交響楽の録音を 14 時間にわたって紹介した。また同年 12 月 14 日には、再建を

果たしたヴェネツィアのフェニーチェ劇場で待望のこけら落とし公演を指揮した。ラジ

オ・フランスは、18 年 5月 17 日にも再び「リッカルド・ムーティの日」と題して、メゾ

ン・ド・ラ・ラジオのオーディトリアムにおけるコンサートの模様を放送している。 

04年には、イタリア全土から集まった 600人以上の器楽奏者の中から、国際委員会によっ

て選ばれた若手演奏家で構成されるルイージ・ケルビーニ・ジョヴァニーレ管弦楽団を創

設した。 
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レコーディング活動は、すでに 1970 年代には重要となり、交響楽やオペラから現代音楽

の作品にまで及んでいる。その録音は数多くの賞を受賞しており、 RMMusic

（www.riccardomutimusic.com）というレコード・レーベルで取り扱っている。 

そのアーティストとしての社会的・市民的な良心は、過去の悲惨な出来事や現代の歴史を

象徴するような場所でのコンサートに示されている。ラヴェンナ音楽祭が主催するプロジ

ェクト「友情の道」の一環として指揮をしてきた公演が、まさにそれである。サラエヴォ

（1997）、ベイルート（1998）、エルサレム（1999）、モスクワ（2000）、エレバンとイスタ

ンブール（2001）、ニューヨーク（2002）、カイロ（2003）、ダマスカス（2004）、チュニジ

アのエル・ジェム（2005）、メクネス（2006）、レバノンのためのコンサート（2007）、マツ

ァーラ・デル・ヴァッロ（2008）、サラエヴォ（2009）、トリエステ（2010）、ナイロビ（2011）、

ラヴェンナ（2012）、ミランドラ（2013）、レディプーリア（2014）、オトラント（2015）、

東京（2016）、テヘラン（2017）、キーウ（2018）、アテネ（2019）、パエストゥム（2020）

エレバン（2021）、ルルドとロレートの聖母教会 (2022)において、ミラノ・スカラ座管弦

楽団・合唱団、フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団・合唱団、ヨーロッパの主要オーケスト

ラのトップ・プレーヤーで構成された「ミュージシャンズ・オブ・ヨーロッパ・ユナイテ

ッド」、そして最近ではルイージ・ケルビーニ・ジョヴァニーレ管弦楽団が公演を行なって

きた。 

これまでに授けられた国際的な栄誉は数知れず、イタリア共和国からカヴァリエーレ大十

字勲章、ドイツ連邦共和国から功労十字勲章等の他、フランスでは、エリゼ宮殿で開かれ

た非公開のセレモニーで、ニコラ・サルコジ大統領からレジオン・ドヌール勲章オフィシ

エが授与された。英国では、エリザベス女王より大英帝国勲章（ナイト爵）を賜った。ザ

ルツブルクのモーツァルテウムからはモーツァルトの音楽に対する貢献により銀メダル

を授与され、ウィーンではウィーン楽友協会、ウィーン宮廷楽団及びウィーン国立歌劇場

の名誉会員に選ばれた。イスラエル国からはウルフ賞（芸術部門）、2018 年 7 月に友情コ

ンサートに際してウクライナのポロシェンコ大統領から功績勲章を授与された。同年 10

月には、高松宮殿下記念世界文化賞（音楽部門）を受賞した。 

また、世界中の主要な大学から、20以上の名誉学位を授与されている。 

ザルツブルク祝祭大劇場で開かれたモーツァルト生誕 250年祝賀行事のオープニング・コ

ンサートでウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮、2021年には同管弦楽団との共演

が 50周年を迎えた。 

07年のザルツブルク聖霊降臨祭音楽祭において、ルイージ・ケルビーニ・ジョヴァニーレ

管弦楽団との 5 年間にわたるプロジェクトを開始した。これは 18 世紀ナポリ楽派のオペ

ラ及び宗教音楽という遺産の再発見と再評価に捧げられたものである。 

10 年 9 月シカゴ交響楽団の音楽監督に就任、「ミュージカル・アメリカ」誌により「ミュ

ージシャン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。11年 2月には、シカゴ交響楽団・合唱団と

のヴェルディ《レクイエム》のライブ録音が、第 53 回グラミー賞の最優秀クラシック・

アルバム賞と最優秀合唱パフォーマンス賞の 2つを獲得。同年 3月には名誉あるビルギッ

ト・ニルソン賞の受賞者に選ばれ、10 月 13 日にストックホルムのスウェーデン王立歌劇

場での授賞式において、カール 16 世グスタフ国王とシルヴィア王妃臨席のもと、同賞が

授与された。同年 4 月にはニューヨークのオペラ・ニュース賞を、5 月にはスペインの栄

誉あるアストゥリアス皇太子賞（芸術部門）を受賞した。皇太子賞はその秋にアストゥリ

アス皇太子が主宰するオビエドにおける授賞式で授与された。また、同年 7月はウィーン・

フィルハーモニー管弦楽団の名誉団員に、8 月にはローマ歌劇場の終身名誉監督に選ばれ

ている。 

12 年 5 月、ローマ教皇ベネディクト 16 世より最高位の騎士団勲章である大聖グレゴリウ

ス勲章（大十字）が贈られた。 

16年には日本政府より旭日重光章を受章。 
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21年 8月、オーストリア政府が民間人に授与する中では最高位の栄誉である、オーストリ

ア共和国功績勲章の名誉大金章を授与された。同年 10 月にはロシア芸術アカデミーより

名誉外国人会員に選ばれた。 

15年 7月、これまで以上に若手演奏家の指導に注力したいという思いが実現して、若手の

指揮者・コレペティートル・歌手のための「リッカルド・ムーティ イタリア・オペラ・ア

カデミー」の第 1回が、ラヴェンナのアリギエーリ劇場で開催された。 

アカデミーには世界中から才能ある若手音楽家や音楽愛好家が集って参加した。同アカデ

ミーの目的は、マエストロ・ムーティの経験や受けた教えを若手演奏家に手渡し、また聴

衆にはオペラ上演に至るすべての複雑な過程について理解を深めてもらうことである。 

第 1 回のアカデミーは歌劇《ファルスタッフ》に焦点を当て、翌 16 年に選ばれた作品は

《椿姫》（ラヴェンナとソウルで）、17年は《アイーダ》、18年は《マクベス》（ラヴェンナ

で。21 年 4 月には東京で）、19 年は《フィガロの結婚》、同年 3 月の第 1 回「イタリア・

オペラ・アカデミー in 東京」は《リゴレット》、20年は《カヴァレリア・ルスティカー

ナ》と《道化師》、そして 21年 12月ミラノでの《ナブッコ》は、プラダ財団との初めての

コラボレーションとなった。 

（info：www.riccardomutioperacademy.com） 

 

出演公演 

2023年 3月 18日[土]19:00東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティによる《仮面舞踏会》作品解説 

2023年 3月 28日[火]18:30／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

 

向山佳絵子（チェロ）Kaeko Mukoyama 

東京生まれ。9歳よりチェロを始め、松波恵子、堀江 泰氏、レーヌ・フラショー、毛利伯

郎の各氏に師事。1985年、第 54回日本音楽コンク－ル第 1位入賞。87年、東京藝術大学

入学。88 年、第 3 回アリオン賞審査委員奨励賞受賞。90 年、ドイツ・リューベック国立

音楽大学に留学し、ダヴィド・ゲリンガスに師事。同年、第 10回ガスパール・カサド国際

チェロ・コンクール第 1位入賞。92年、NHK交響楽団の「若い芽のコンサート」に出演し、

高い評価を受けた。同年、第 2回出光音楽賞受賞。カザルスホールでの「向山佳絵子とチ

ェロの世界」シリーズや、東京オペラシティでの連続リサイタル、各地の音楽祭への参加、

JT アートホール室内楽シリーズのプランナーとして活躍、また 98 年よりハレー・ストリ

ング・カルテットのチェリストに迎えられるなど、常に話題を集めている。チェロのヤー

ノシュ・シュタルケル、ダヴィド・ゲリンガス、ヴァイオリンのアイザック・スターン、

ヨセフ・スーク、イヴリー・ギトリス、ピアノのマルタ・アルゲリッチほか、世界の一流

演奏家たちとの共演も数多くこなす一方、NHK 交響楽団、東京都交響楽団、読売日本交響

楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハ

ーモニー交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団など主要オーケストラとも共演。その

ほか、リサイタル、室内楽にと多彩な演奏活動を繰り広げている。また、98～99 年には

NHK-FMの人気番組「おしゃべりクラシック」のパーソナリティを務め広い層からの支持を

得た。その後も NHK-FM には度々出演、生放送中のリクエストに答えたり、特番の司会を

務める等し、話題となった。最近では企画の公演が、BSクラシック倶楽部等テレビでも放

送されている。2013～2017年には NHK交響楽団首席チェロ奏者も務めた。録音はソニー・
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ミュージックジャパンインターナショナルより『シューベルト：アルペジオーネソナタ他』

『祈り』『森の静けさ』『白い風景』『バッハ無伴奏チェロ組曲全曲』の 5枚の CDが発売さ

れておりいずれも高い評価を得ているほか、カメラータ・トウキョウから池辺晋一郎及び

三善 晃のチェロ協奏曲の CD もそれぞれ発売されている。また録音曲は NHK スペシャル

や、ドラマのテーマ曲、TVCM 曲などにも使用されている。2017 年度まで東京藝術大学非

常勤講師として、2018 年度からは京都市立芸術大学准教授として後進の指導を務める傍

ら、日本を代表する実力派チェリストとして益々活動の場を広げている。 

 

出演公演 

2023年 4月 5日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

ブラームスの室内楽 Ⅹ 

 

村尾隆人（ヴァイオリン）Ryuto Murao 

第 63回全日本学生音楽コンクール東京大会奨励賞、全国大会入選。第 24回日本クラシッ

ク音楽コンクール全国大会高校の部第 5位。クールシュヴェール国際音楽アカデミーinか

さまや、ミュージック・アカデミーinみやざき、小澤国際室内楽アカデミーに参加し研鑽

を積む。文化庁委託事業新進演奏家育成プロジェクトにて仙台フィルハーモニー管弦楽団

と共演。これまでに佐藤明美氏、徳永二男氏に師事。立教大学現代心理学部卒業。N 響ア

カデミーを修了し、NHK交響楽団第 1ヴァイオリン奏者。 

 

出演公演 

2023年 4月 11日[火]19:00国立科学博物館 日本館 2階講堂 

ミュージアム・コンサート N響メンバーによる室内楽 

 

村松 龍（ヴィオラ）Ryo Muramatsu 

6 歳よりヴァイオリンを始める。東京音楽大学付属高校を経て同大学卒業。卒業時に読売

新人演奏会出演。1995 年第 49 回全日本学生音楽コンクール東京大会小学生の部第 2位。

2003年第 4回大阪国際コンクール高校の部 3位（1位、2位なし）2007年東京音楽大学コ

ンクール第 1位。沖縄国際音楽祭、東京・春・音楽祭、セイジ・オザワ松本フェスティバ

ルなど参加。NHK 交響楽団アカデミーを経て、現在 NHK 交響楽団次席ヴィオラ奏者。ハマ

のジャックメンバー。各オーケストラでゲスト首席、室内楽、ソロ、アマチュアオーケス

トラ指導などでも活躍している。 

 

出演公演 

2023年 3月 22日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

N響メンバーによる室内楽 

 

毛利文香（ヴァイオリン）Fumika Mohri 

2012 年に第 8 回ソウル国際音楽コンクールにて、日本人として初めて、最年少で優勝。

2015 年に第 54 回パガニーニ国際ヴァイオリンコンクールにて第 2位およびエリザベート

王妃国際音楽コンクールにて第 6 位入賞。2019 年にモントリオール国際音楽コンクール

にて第 3位入賞。 

これまでに、川崎市アゼリア輝賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞、京都・青山音楽賞新人



139 

 

賞、ホテルオークラ音楽賞を受賞。 

ソリストとして国内の主要オーケストラおよびクレメラータ・バルティカ、ヨーロッパ室

内管弦楽団などと共演を重ねるほか、サー・アンドラーシュ・シフ、アブデル・ラーマン・

エル＝バシャ、タベア・ツィンマーマン、イリヤ・グリンゴルツ、堤 剛、今井信子、伊藤 

恵などの著名なアーティストとの共演も多い。また宮崎国際音楽祭、武生国際音楽祭、ラ・

フォル・ジュルネ、シャネル・ピグマリオン・デイズ等に出演。 

ヴァイオリンを田尻かをり、水野佐知香、原田幸一郎の各氏に師事。桐朋学園大学音楽学

部ソリスト・ディプロマ・コース、及び洗足学園音楽大学アンサンブルアカデミー修了。

慶應義塾大学文学部卒業。クロンベルクアカデミーを経て、現在ケルン音楽大学にてミハ

エラ・マーティン氏に師事している。 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00国立科学博物館 地球館地下２階常設展示室 

ミュージアム・コンサート  毛利文香（ヴァイオリン） 

 

森枝繭子（オーボエ）Mayuko Morieda 

東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校及び東京藝術大学音楽学部を卒業。 

在学中に、安宅賞を受賞する。 

これまでに、東京・春・音楽祭、宮崎国際音楽祭、霧島国際音楽祭、木曽福島音楽祭、倉

敷音楽祭、サイトウ・キネン・オーケストラ等に出演している。 

オーボエを、鈴木 繁、井口博之、小畑善昭、小島葉子の、各氏に師事する。 

現在、紀尾井ホール室内管弦楽団メンバー。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

森田昌弘（ヴァイオリン）Masahiro Morita 

北海道出身。桐朋学園大学卒業後 NHK交響楽団に入団。現在第 2ヴァイオリン首席奏者を

務める。ピアノの小山実稚恵、清水和音、横山幸雄、シャルル＝リシャール＝アムラン、

ヴァイオリンの堀 正文、サラ＝チャン等、国内外の著名なアーティストの共演の他、N響

メンバーによる室内合奏団や、他オーケストラとの協奏曲を演奏しいずれも好評を博す。

東京・春・音楽祭、伊福部昭音楽セミナーなどに、参加する他、新日本フィルハーモニー

交響楽団等でのゲスト・コンサートマスターとしての活動も行っている。桐朋学園大学、

及び同大学オーケストラアカデミー、早稲田大学交響楽団招聘講師。 

 

出演公演 

2023年 3月 22日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

N響メンバーによる室内楽 
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森野 開（ヴィオラ）Kai Morino 

1997年生まれ。5歳よりヴァイオリンをはじめ、桐朋学園大学入学後ヴィオラに転向し卒

業。成績優秀者による卒業演奏会、室内楽演奏会等に選抜される。霧島国際音楽祭、ヴィ

オラスペース若手演奏家のためのマスタークラス、ウィーンムジークセミナー、小野文化

財団ヴィオラ塾、プロジェクト Q18章、丹波篠山ヴィオラマスタークラス等に参加、研鑽

をつむ。第 41 回霧島国際音楽祭には奨学生として参加、霧島国際音楽祭賞受賞。ディヒ

ラー音楽コンクール、ルーマニア国際音楽コンクール等のコンクールで入賞。日本演奏連

盟主催のもと東京文化会館でリサイタルを開催。これまでにヴァイオリンを篠崎功子、村

田幸謙の各氏に、ヴィオラを磯村和英、大島 亮の各氏に、室内楽を亀井良信、木村 徹、

鈴木康浩、藤井一興、山崎伸子の各氏に師事。サントリー室内楽アカデミー第 6期フェロ

ー。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

森山涼介（チェロ）Ryosuke Moriyama 

東京藝術大学を経て、同大学院修士課程修了。在学中、藝大フィルハーモニア管弦楽団と

共演。大学卒業時には、同声会賞を受賞し記念演奏会に出演。第 8回ビバホールチェロコ

ンクール特別賞（井上賞）、原村室内楽セミナーにて緑の風奨励賞、ハイドン賞を受賞。豊

田市文化振興財団文化新人賞受賞。 

故久保田顕、林良一、林俊昭、北本秀樹、山崎伸子、イヴ・サヴァリの各氏に師事。東京

都交響楽団チェロ奏者。チェロアンサンブル Quartet Explloce、ゼフィルス・ピアノ五重

奏団メンバー。 

 

出演公演 

2023年 3月 29日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 ボフスラフ・マルティヌー 

 

安田 廉（コントラバス）Ren Yasuda 

福島県郡山市出身。12歳からコントラバスを始める。洗足学園音楽大学卒業。コントラバ

スを井戸田善之、渡邉恭一の各氏、室内楽を井野邉大輔、羽川真介の各氏に師事。文屋充

徳、マイケル・ホブナニアンの各氏のマスタークラスを受講。現在は主に関東圏のオーケ

ストラのエキストラ出演している他、中高生の指導も行っている。 

 

出演公演 

2023年 3月 26日[日]13:30/15:00 

東京春祭 for Kids 子どものための絵本と音楽の会 

『クマとこぐまのコンサート』 
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梁川笑里（ホルン）Eri Yanagawa 

東京都出身。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て東京藝術大学卒業。桐朋オー

ケストラアカデミー研修課程修了。現在、藝大フィルハーモニア管弦楽団、The Orchestra 

Japan に所属。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

 

マレク・ヤノフスキ（指揮）Marek Janowski 

ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督及び首席指揮者。伝統的なドイツ音楽

における偉大な巨匠の一人として、ワーグナー、シュトラウス、ブルックナー、ブラーム

ス、ヒンデミット、新ウィーン楽派の演奏で全世界に知られており、これらのレパートリ

ーにおいて広範で優れた録音がある。ベルリン放送交響楽団とのワーグナー・オペラのチ

クルスは、演奏会形式によるオペラの新しいスタンダードとなった。この全集は、ペンタ

トーン・レーベルによるライブ録音で、2016 年にリリースされ、「この『リング』の真の

スターは、ベルリン放送交響楽団と合唱団、指揮者、そして録音チームだ……これぞ 21世

紀『リング』のサウンドだ」（BBCミュージック・マガジン）と評された。14～17年には東

京・春・音楽祭でワーグナーの『リング』完全版チクルスを指揮しており、22年には再び

招かれて《ローエングリン》を指揮した。 

これまでに、客演指揮者として選りすぐりのオーケストラを数多く指揮しており、ベルリ

ン・フィルハーモニー管弦楽団、ケルン WDR 交響楽団、NDR エルプフィルハーモニー管弦

楽団、バイロイト祝祭管弦楽団、ブダペスト祝祭管弦楽団、チューリッヒ・トーンハレ管

弦楽団、スイス・ロマンド管弦楽団、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団、オスロ・

フィルハーモニー管弦楽団、NHK 交響楽団、東京のオペラの森（現：東京・春・音楽祭）

の他、アメリカではサンフランシスコ交響楽団、シカゴ交響楽団、ワシントン・ナショナ

ル交響楽団等が挙げられる。 

ワルシャワに生まれ、ドイツで教育を受け、アシスタント指揮者としてアーヘン、ケルン、

デュッセルドルフ、ハンブルクを経て、フライブルク・イム・ブライスガウ（1973～75年）

やドルトムント（75～79年）で音楽総監督の地位に就いた。ドルトムント時代に急速に評

判を上げ、いくつものヨーロッパの主要な歌劇場に指揮者として招かれるようになった。

ニューヨークのメトロポリタン歌劇場からミュンヘンのバイエルン国立歌劇場、シカゴや

サンフランシスコからハンブルク、ウィーンやベルリンからパリに至るまで、世界的に知

られた歌劇場で、70年代後半から定期的に客演していないところはない。 

90 年代にはオペラ界から離れ、ドイツの偉大な交響曲レパートリーに集中して取り組ん

だ。今やヨーロッパや北米の一流オーケストラの間で抜きんでた評判を得るとともに、国

際レベルのオーケストラをつくり上げる手腕も称賛されている。 

彼がドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団（2001～03年に首席指揮者を務めていた）に

戻ってきたことは、ドレスデン文化宮殿のリニューアル・オープン以来、街にとって自信

となる出来事だった。1984～2000年には、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団の音楽

監督を務め、同楽団をフランス国内のみならず世界でも卓越したオーケストラに育て上げ

た。1986～90年、そのパリでの地位に加えて、ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団の首席指
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揮者を務め、97～99 年にはベルリン・ドイツ交響楽団の第一客演指揮者、2000～05 年に

はモンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督、02～16年にはベルリン放送交響

楽団の芸術監督を務めている。 

これまでの 30 年間に築き上げられた素晴らしい録音の中には、記念碑的なドレスデン・

シュターツカペレとのワーグナー『リング』チクルス（1980～83年）がある。他にも、オ

ペラの全幕録音や交響曲チクルス等があり、その多くは国際的な賞を受賞している。ペン

タトーンに収録されたスイス・ロマンド管弦楽団とのブルックナー・チクルスは、非常に

高い評価を受けた。その交響曲第 3 番については、「第 1 楽章のとてつもない興奮状態の

後、霊感を得たマレク・ヤノフスキは色彩に満ちた第 2楽章を披露した。壮大で気高い弦

楽セクションによって、このドイツ人指揮者は圧倒的に情緒豊かな音楽を創り上げている。

何と強靭で、何と美しく、何と見事なまでに明晰なものが、絶え間ない音楽の対話のなか

にあふれていることだろう」と、レスムジカ誌（ジャック・シュミット）が評している。

最新の録音は、ペンタトーンからリリースされたカール・マリア・フォン・ウェーバー《魔

弾の射手》で、リーゼ・ダヴィドセンとアンドレアス・シャーガーをソリストに迎え、フ

ランクフルト放送交響楽団、ライプツィヒ MDR放送合唱団と共演している。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

藪内俊弥（バリトン）Toshiya Yabuuchi 

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院修士課程独唱科修了。第 12 回日仏声楽コン

クール第二位入賞。第 23 回奏楽堂日本歌曲コンクール第 2 位。第 51 回朝日新聞社主催

《藝大メサイア》バスソリストでデビュー。その後《第九》（小林研一郎指揮、日本フィル

ハーモニー交響楽団）、モーツァルト、フォーレ、ドニゼッティ、スッペ《レクイエム》、

デュリュフレ《レクイエム》（飯守泰次郎指揮、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽

団）、ドヴォルザーク《スタバト・マーテル》、オルフ《カルミナ・ブラーナ》、バッハ《ヨ

ハネ受難曲》、《マタイ受難曲》、《ロ短調ミサ》、《教会カンタータ》等のソリストを務める。 

オペラでは、藝大大学院定期オペラ公演モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》マゼットで

デビュー。その後東京室内歌劇場公演サリエリ《ファルスタッフ》スレンダー、同歌劇場

公演パイジェッロ《セヴィリアの理髪師》（若杉弘指揮）バルトロを演じる。新国立劇場公

演ツィンマーマン《軍人たち》に三人の大尉役で出演。またヴェルディ《椿姫》ジェルモ

ン、《仮面舞踏会》レナート、《アイーダ》アモナズロ、プッチーニ《ラ・ボエーム》マル

チェッロ、ショナール、《マノン・レスコー》レスコー、モーツァルト《ドン・ジョヴァン

ニ》タイトルロール、《フィガロの結婚》伯爵、フィガロ、《コジ・ファン・トゥッテ》グ

リエルモ、ビゼー《カルメン》エスカミーリョ、レオンカヴァッロ《道化師》トニオ、シ

ルヴィオなど幅広く演じている。2011年、ルーマニア国立コンスタンツァ歌劇場に於いて、

《ランメルモールのルチア》エンリーコ役でゲスト出演し、ヨーロッパデビュー。また同

年、中国西安人民劇院、北京人民劇院にて、ドン・ジョヴァンニを演じ、好評を博す。2018

年 7月、二期会本公演ウェーバー《魔弾の射手》オットカール役で二期会デビュー。2019

年に二期会コンチェルタンテシリーズマスネ《エロディアード》ヴィテリウス役にて出演。

二期会会員。日本声楽アカデミー会員。聖徳大学音楽学部講師。東京音楽大学助手。 
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出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

矢部達哉（ヴァイオリン）Tatsuya Yabe 

洗練された美しい音色と深い音楽性によって、日本の楽壇のリーダーとして最も活躍して

いるヴァイオリニストの一人。 

1968年東京生まれ。江藤俊哉に師事。89年桐朋学園ディプロマコース修了後、90年 22歳

の若さで東京都交響楽団のソロ・コンサートマスターに抜擢され、2020 年 30 周年を迎え

た。サイトウ・キネン・オーケストラで小澤征爾の指揮の下オペラや交響曲のコンサート

マスターを務めるほか、トリトン晴れた海のオーケストラのコンサートマスター及び京都

アルティ弦楽四重奏団のメンバーとして定期演奏会を行っている。97年、NHK連続テレビ

小説『あぐり』のヴァイオリン・ソロで大きな反響を呼ぶ。2003年には NHKテレビ放送 50

年記念ドラマ『川、いつか海へ（作曲：岩代太郎）』の音楽を演奏。 

オーケストラの傍らソロ、室内楽で活躍。ソリストとして、小澤征爾、若杉 弘、ジャン・

フルネ、ベルンハルト・クレー、ジェームズ・デプリースト、エリアフ・インバル、ガリ

ー・ベルティーニ等の著名指揮者と共演。 

2009年、音楽の友 4月号では、読者の選んだ「私の好きな国内オーケストラのコンサート

マスター」で 1位に選ばれ、2016年文藝春秋 2月号で「日本を元気にする逸材 125人」の

一人に選ばれている。 

94年度第 5回出光音楽賞、平成 8年度村松賞、96年第 1回ホテルオークラ音楽賞受賞。 

ソリストとして、ソニー・クラシカルより横山幸雄とのデュオ 2枚を含む 5枚、オクタヴ

ィア・レコードより 2 枚『モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第 4 番＆第 5 番《トルコ

風》及び横山幸雄とのデュオでベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第 9番《クロイツ

ェル》＆第 10番』の CDが発売されている。 

http://twitter.com/TatsuyaYabeVL 

 

出演公演 

2023年 4月 5日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

ブラームスの室内楽 Ⅹ 

 

山内眞紀（ヴァイオリン）Maki Yamauchi 

東京都出身。4歳よりヴァイオリンを始める。 

桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部を卒業。同大学院音楽研究科修士

課程修了。 

全日本学生音楽コンクール、ザルツブルク＝モーツァルト国際室内楽コンクール、日本演

奏家コンクール、日本クラシック音楽コンクールなどで入賞。東京・春・音楽祭などに出

演。 

これまでに中村静香、加藤知子、堀 正文の各氏に師事。 

http://twitter.com/TatsuyaYabeVL
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出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 

 

山岸リオ（ホルン）Rio Yamagishi 

神奈川県出身。1981年生まれ。15歳よりホルンを始め 20歳で渡独し、リューベック国立

音楽大学を卒業。同時にディプロムを取得。その間にオーケストラ、オペラや室内楽での

演奏をはじめ、ソリストとしてもシュレスヴィヒ＝ホルシュタイン音楽祭やモーツァルト

祭などに出演し好評を博す。また、ユーディ・メニューイン財団「Live Music Now」の支

援により、ホルン四重奏団「Nordic Horning」での活動を精力的に行なう。2008年に帰国

し、現在、読売日本交響楽団団員。ホルン四重奏 Quartet Hornetsメンバー。これまでに

ホルンを、山岸 博、ブルーノ・シュナイダー、クリストフ・コーラー、日髙 剛の各氏に

師事。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

山下浩司（バス・バリトン）Koji Yamashita 

国立音楽大学卒業。同大学大学院歌曲専攻修了。ザルツブルク及びウィーン国立音楽大学

にて研鑽を積む。第 9回日本モーツァルト音楽コンクール第 1位。 

東京のオペラの森（現：東京・春・音楽祭）2005 年《エレクトラ》後見人、06 年《オテ

ロ》モンターノ、07年《タンホイザー》ラインマルで出演。東京・春・音楽祭には、10年

《パルジファル》第 2の聖杯騎士、12年《タンホイザー》ラインマル、13年《ニュルンベ

ルクのマイスタージンガー》コンラート・ナハティガルで出演している。 

オペラへの出演としては、06年二期会《フィガロの結婚》フィガロ、07年同《魔笛》パパ

ゲーノ、08 年新国立劇場《魔弾の射手》キリアン、10 年同《影のない女》夜番、11 年日

生劇場《夕鶴》惣ど、二期会創立 60 周年記念《パルジファル》グルネマンツ、13 年びわ

湖ホール・神奈川県民ホール《椿姫》ドビニー侯爵、同《ワルキューレ》フンディング、

日生劇場《フィデリオ》ロッコ、16年二期会・日生劇場《ナクソス島のアリアドネ》音楽

教師、17 年新日本フィルハーモニー交響楽団《ラインの黄金》（演奏会形式）ファフナー

等数多く出演。近年では、18年 3月びわ湖ホール《ワルキューレ》フンディング、同年 6

月に日生劇場《魔笛》弁者・僧侶役、8月サントリーホールサマーフェスティバル 野平一

郎作曲《亡命》ゾルタン、19年 1月間宮芳生作曲《ニホンザル・スキトオリメ》ソノトオ

リメ、20 年 1 月びわ湖ホール《こうもり》フランク、20 年 9 月二期会《フィデリオ》ロ

ッコ、21年二期会《ルル》シゴルヒ、22年まつもと市民オペラ《山と海猫》川田、二期会

《パルジファル》グルネマンツで出演、好評を博した。 

コンサートでは、バッハ《ヨハネ受難曲》、モーツァルト《レクイエム》《戴冠ミサ》、ベー

トーヴェン《第九》《ミサ・ソレムニス》、フォーレ《レクイエム》等、全国各地のオーケ

ストラと多数共演。2014年度には、国立音楽大学長期国外研究員としてニューヨークにて
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研究活動を行い、帰国後、Hakuju Hallにて、シューベルト《美しき水車小屋の娘》全曲

リサイタルを開催し絶賛を博す。 

また、男声ユニット IL DEVU（イル・デーヴ）メンバーとして、20 年 9月 3rd CD“LOVE 

CHANGES EVERYTHING”を日本コロムビアよりリリース。 

2023 年は 7月東京二期会《椿姫》ドビニー、11 月・12 月びわ湖ホール・東京芸術劇場・

やまぎん県民ホール共同制作《こうもり》フランク、12月まつもと市民オペラ《山と海猫》

（再演）川田に出演予定。国立音楽大学教授。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]／3月 30日[木]18:30東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ指揮《仮面舞踏会》（演奏会形式／字幕付） 

2023年 4月 1日[土]19:00東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による《仮面舞踏会》 

（抜粋／演奏会形式／字幕付） 

 

山田 岳（ギター）Gaku Yamada 

中学生のときジミ・ヘンドリクスに憧れエレキギターを始める。その後ブルースやヘヴィ

メタル、プログレ、クラシック、古楽、実験音楽、ノイズなどに傾倒。近年の活動領域は

ギターほか声や自作楽器を用いたパフォーマンス、演劇、ダンス、インスタレーション制

作など多岐にわたる。 

第 9回現代音楽演奏コンクール競楽 IX第 1位。第 20回朝日現代音楽賞を受賞。 

ALM Recordsより 2枚のソロアルバム『Ostinati』『melodia』、土橋庸人（ギター）とのデ

ュオアルバム『ARCS』を発表、それら全てがレコード芸術誌にて特選盤に選出、およびレ

コードアカデミー賞にノミネートされ、2nd ソロアルバム『melodia』が第 75 回文化庁芸

術祭優秀賞（レコード部門）を受賞。 

ソプラノの太田真紀と共に企画主催・主演を務めたオペラ《ロミオがジュリエット》（作

曲：足立智美）で第 76 回文化庁芸術祭大賞（音楽部門）、および第 21 回佐治敬三賞を受

賞。 

近年は自主レコードレーベル「blue tree」を設立し、録音媒体における独自性を主題と

した作品を制作、リリースしている。www.gakuyamada.com 

 

出演公演 

2023年 3月 24日[金]19:00上野の森美術館 展示室 

ミュージアム・コンサート 

山田 岳（ギター）〜現代美術と音楽が出会うとき 

  

http://www.gakuyamada.com/
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山田大智（バス・バリトン）Taichi Yamada 

大阪府出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、東京藝術大学大学院オペラ科修了。在学

時に安宅賞、卒業時にアカンサス音楽賞、同声会賞を受賞。新国立劇場オペラ研修所修了。

文化庁芸術家在外研修員としてイタリア・ローマにて研鑽を積む。 

宝塚ベガ音楽コンクール声楽部門第 1位ならびに兵庫県知事賞、奏楽堂日本歌曲コンクー

ル第 2 位、摂津音楽祭リトルカメリアコンクール第 1 位ならびに大阪府知事賞を受賞。

NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」出演。 

オペラでは、日本オペラ協会公演《紅天女》の帝役、《魅惑の美女はデスゴッデス》の早川

役、《ミスターシンデレラ》垣内教授役、日生劇場オペラ《ラ・ボエーム》のコッリーネ役

等、また、《第九》《メサイア》《天地創造》《ヨハネ受難曲》《クリスマス・オラトリオ》等、

多数のコンサートのソリストをつとめる。また、故浅利慶太氏に抜擢され、《李香蘭》など

プロデュースミュージカルに数多く出演した。日本オペラ協会会員。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
 

山田剛史（ピアノ）Takashi Yamada 

東京藝術大学大学院修士課程を首席で修了、クロイツァー賞受賞。ローム ミュージック 

ファンデーションの奨学生としてケルン音楽大学に留学、国家演奏家試験に合格。クラウ

ディオ・ソアレス、迫 昭嘉、ニーナ・ティシュマン、アントニー・シピリの各氏に師事。

2002 年第 1 回名古屋国際音楽コンクールピアノ部門第 1 位。2007 年第 5 回東京音楽コン

クールピアノ部門第 1位および聴衆賞。ソリストとして秋山和慶氏指揮東京交響楽団はじ

め共演多数。室内楽・歌曲伴奏にも定評があり、東京オペラシティ「B→C」、東京・春・音

楽祭等に出演。 

古楽の基本理念を背景とした J.S.バッハの演奏解釈に定評がある一方、2021 年 5 月には

ジェフスキ《「不屈の民」変奏曲》でテッセラ音楽祭「新しい耳」に初登場。2022年 11月

にはベートーヴェン《ディアベリ変奏曲》で再び同音楽祭に出演。CD『モダン・エチュー

ド』（レコード芸術誌特選盤）、『間宮芳生：チェロとピアノのための作品集』（同準特選盤、

チェロ：髙橋麻理子）。国立音楽大学および東京学芸大学非常勤講師。秋吉台ミュージッ

ク・アカデミーにてマスタークラス講師。 

 

出演公演 

2023年 4月 12日[水]19:00国立科学博物館 日本館 2階講堂 

ミュージアム・コンサート  松井亜希（ソプラノ） 

2023年 4月 14日[金]18:30旧東京音楽学校奏楽堂 

ヴィタリ・ユシュマノフ（バリトン）  中田喜直 生誕 100年に寄せて 
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山内俊輔（チェロ）Shunsuke Yamanouchi 

1969年長野市生まれ。10歳よりチェロを故徳永兼一郎氏に師事 

桐朋学園大学在学中、室内楽を徳永二男、山口裕之、毛利伯郎、練木繁夫の各氏に師事。

また、ダニエル・シャフラン、ミシェル・シュトラウス、ワルター・ノータス各氏のマス

タークラスを受講。1994年、NHK交響楽団に入団。1999年、文化庁在外研修員として渡独、

ミュンヘン音楽大学教授ワルター・ノータス氏に師事。 

またイゴール・オイストラフ氏の室内楽マスタークラスを受講。現在、オーケストラ以外

にも、NHK 交響楽団元コンサートマスター山口裕之氏らとカルテットリゾナンツァ、又同

じくピアノクインテット スペランツァ等室内楽奏者としても活動している。現在 NHK 交

響楽団次席奏者。 

 

出演公演 

2023年 4月 11日[火]19:00国立科学博物館 日本館 2階講堂 

ミュージアム・コンサート  N響メンバーによる室内楽 

 

山野雄大（お話）Takehiro Yamano 

1971年東京生まれ。立教大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。1992年、大学在学

中に執筆活動を開始。「レコード芸術」誌ではバレエ・ディスク新譜月評、海外盤批評ほか

を担当、「バンドジャーナル」誌でディスク・ガイドを担当するほか、CD のライナーノー

ツ、全国のオーケストラの定期演奏会解説やバレエ公演の解説、インタビュー取材など多

数手がける。第一生命ホールでのコンサート・シリーズ「雄大と行く 昼の音楽さんぽ」で

ナビゲーターを務めたほか、NHK-FM「オペラ・ファンタスティカ」などラジオ出演、アマ

チュア・オーケストラの指揮なども。日本製鉄音楽賞選考委員。 

 

出演公演 

2023年 3月 29日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ vol.9 ボフスラフ・マルティヌー 

 

山本 周（ヴィオラ）Shu Yamamoto 

3歳よりヴァイオリンを、18歳よりヴィオラをはじめる。桐朋女子高等学校音楽科（男女

共学）、桐朋学園大学を経て同研究科修了。 

室内楽、オーケストラ奏者として国際音楽祭 NIPPON、武生国際音楽祭、東京・春・音楽祭

や宮崎国際音楽祭等の国内の主要な音楽祭に出演。また首席奏者として日本センチュリー

交響楽団などに客演。 

これまでにヴァイオリンを森川ちひろ、徳永二男の各氏に、ヴィオラを佐々木亮氏に師事。

サントリー室内楽アカデミー第 4期～第 6期フェロー。 

 

出演公演 

2023年 3月 27日[月]19:00東京文化会館 小ホール 

シューベルトの室内楽 
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山本翔平（ヴァイオリン）Shohei Yamamoto 

東京生まれ。桐朋学園大学、同大学研究科修了。第 3 回江藤俊哉ヴァイオリンコンクール

ジュニアアーティスト部門第 3 位入賞。2002 年、アメリカニューヨーク州にてメドマウ

ントミュージックサマーセミナーに参加し、Sarry Thomas に師事。02、05 年、小澤征爾、

ムスティラフ・ロストロポーヴィチ主宰によるコンサートキャラバンと皇后陛下の古希祝

賀コンサート、06 年小澤征爾音楽塾に参加。07 年、東京都交響楽団入団。現在、第 2 ヴ

ァイオリン副首席奏者を務める。オーケストラの他、ソロや室内楽も積極的に取り組む。

特に室内楽では、Quartetto Hymnus のメンバーとして活動し、12 年と 15 年に松尾学術

復興財団より助成金を得る。リゾナーレ室内楽講習会にて、「緑の風音楽賞」を受賞。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]19:00東京文化会館 小ホール 

シューマンの室内楽 

 

ウェン＝シン・ヤン(チェロ) Wen-Sinn Yang 

1965年、台湾系両親の元スイス・ベルンで生まれる。チェロをクロード・スターク、ウル

フガング・ベッチャー、ヤーノシュ・シュタルケル、ダヴィド・ゲリンガスに師事。24歳

にして、バイエルン放送交響楽団の首席チェロ奏者となり 2004年まで在籍。 

1991年、難関と言われるジュネーヴ国際音楽コンクールで優勝。それ以来、世界各地でソ

リストとしても活躍、これまでに、ロリン・マゼール、サー・コリン・デイビス、ウルフ

ガング・サヴァリッシュ、マリス・ヤンソンス等の世界的な指揮者と共演。 

ヤンは指導者としても高い評判を得ており、2004 年 10 月からはミュンヘン音楽大学の教

授を務めている。また、ドイツ、イタリア、スイス等でチェロのマスタークラスを数多く

受け持っている。ヤンの広大なレパートリーは多くが 30 枚以上もの CD に収録されてい

る。 

ソリストとしての来日は、2005年以来回数を重ね、これまでに NHK交響楽団、東京交響楽

団、新日本フィルハーモニー交響楽団、日本センチュリー交響楽団、九州交響楽団などと

共演している。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]19:00東京文化会館 小ホール 

青木尚佳（ヴァイオリン）、ジャノ・リスボア（ヴィオラ）、ウェン＝シン・ヤン（チェロ） 

 

ヴィタリ・ユシュマノフ（バリトン）Vitaly Yushmanov 

サンクトペテルブルク生まれ。マリンスキー劇場の若い声楽家のためのアカデミーで学ぶ。

ドイツのライプツィヒ音楽演劇大学を卒業。 

2013年秋以降たびたび来日し日本各地で演奏。2015年春より日本に拠点を移す。 

これまでに《ドン・カルロ》《ドン・ジョヴァンニ》《ラインの黄金》など多数のオペラに

出演。2019年には日本語上演での《ドン・ジョヴァンニ》のタイトル・ロール、2020年に

は、井上道義指揮・野田秀樹演出《フィガロの結婚》のアルマヴィーヴァ伯爵役で全国 4

公演に出演。2021年には新国立劇場にて、ストラヴィンスキー《夜鳴きうぐいす》とチャ
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イコフスキー《イオランタ》のダブルビル公演に両演目とも出演 2022年 10月の新国立劇

場ではヘンデル《ジュリオ・チェーザレ》のアキッラ役で出演し公表を博した。 

またサントリーホールでのミハイル・プレトニョフ指揮、ロシア・ナショナル管弦楽団と

の共演をはじめ、日本各地のオーケストラでのソリスト、東京・春・音楽祭など音楽祭へ

の参加、そしてソロ・リサイタルなど数多くのコンサートに出演している。 

2021年には、東日本大震災 10周年記念プロジェクト『世界をつなぐ「花は咲く」』に参加

し NHKでたびたび放送されるほか、BSテレ東「ワタシが日本に住む理由」にも出演。また

出版では、ヴィタリ～人生って不思議なものですね～」（ハンナ）や「はじめてでも美味し

く作れるロシア料理」（世界文化社）と料理本も執筆するなど多方面で活躍している。 

CDはデビューアルバム『歌の翼に』（フロレスタン）ほか、『Parole d’amore～愛の言葉』、

『「ありがとう」を風にのせて〜日本名歌集～』、『「夢」探しながら〜』（オクタヴィア）の

4枚をリリースしている。日本トスティ歌曲コンクール 2015 第 1位および特別賞、第 14

回東京音楽コンクール声楽部門第 2 位、第 52 回日伊声楽コンコルソ第 1 位および最優秀

歌曲賞受賞。アーティストページ：http://vitalyyushmanov.com/ 

 

出演公演 

2023年 4月 14日[金]18:30旧東京音楽学校奏楽堂 

ヴィタリ・ユシュマノフ（バリトン）  中田喜直 生誕 100年に寄せて 

 

横坂 源（チェロ）Gen Yokosaka 

新潟市出身。2002年 7月、チェリストの登竜門として知られる全日本ビバホール・チェロ

コンクールでの最年少優勝（15歳）をはじめ、2005年に第 15回出光音楽賞を、2008年に

第 7 回齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。2009 年 5 月には全ドイツ学生音楽コンクール 

で第 1位（室内楽）を、2010年 9 月には第 59 回ミュンヘン国際音楽コンクール・チェロ

部門で第 2位を受賞し、国際的なチェリストとしてのキャリアを本格化させる。 

1999年 10月、13歳で東京交響楽団とサン＝サーンスのチェロ協奏曲を共演したのを皮切

りに、日本フィルハーモニー交響楽団、NHK 交響楽団、読売日本交響楽団、バイエルン放

送交響楽団等と、また小澤征爾、岩城宏之、秋山和慶、小林研一郎、大友直人、広上淳一、

山下一史、梅田敏明、渡辺一正、クリストフ・ポッペン各氏と協奏曲を共演し、好評を博

す。 

豊かな音楽性やイマジネーションが卓抜したテクニックで表現され、「力強く、豊かで、円

熟した音色、そして高い集中力と、何よりも情熱的で生き生きとした演奏」（ハレール・タ

グブロット）など、各誌で絶賛されている。 

桐朋学園女子高等学校（男女共学）を卒業後、ソリスト・ディプロマ・コースを経て、シ

ュトゥットガルト国立音楽大学、並びにフライブルク国立音楽大学で研鑚を積む。鷲尾勝

郎、毛利伯郎、 ジャン＝ギアン・ケラスの各氏に師事。ピエール・ブーレーズが指揮する

ルツェルンフェスティバル・アカデミーに 18 歳で参加して以来、現代音楽にも積極的に

取り組んでいる。 

2019年／2020年には演奏活動 20周年を迎え、ドイツで Würth Philharmoniker と S.スヴ

ィリドフのチェロ協奏曲《つばき》の新作委嘱・世界初演と東京交響楽団（齋藤友香理指

揮）との日本初演を行った。また、日本フィルハーモニー交響楽団（山田和樹指揮）と M.

ルグランのチェロ協奏曲の日本初演を果たした。2021年 2月には、NHK交響楽団（尾高忠

明指揮）とショスタコーヴィチのチェロ協奏曲を協演し、2022年 1月には、東京都交響楽

団（尾高忠明指揮）とエルガーのチェロ協奏曲を協演した。録音では、2016年に『J.S.バ

ッハ：ガンバ・ソナタ集（ピアノ：藤井一興）』をリリース。2020年 12月には『シューマ

http://vitalyyushmanov.com/
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ン＆メンデルスゾーン（ピアノ：加藤洋之）』をリリースし、レコード芸術誌で特選盤に選

ばれた。これまでに、テレビ朝日「題名のない音楽会」、NHK「クラシック倶楽部」、「FM名

曲リサイタル」等、メディアにも出演多数。現在最も幅広い演奏活動を展開するチェリス

トの一人である。 

 

出演公演 

2023年 3月 28日[火]19:00東京文化会館 小ホール 

シューマンの室内楽 

2023年 4月 11日[火]19:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭〈Geist und Kunst〉室内楽シリーズ vol.3 

郷古 廉（ヴァイオリン）＆加藤洋之（ピアノ） 

鏡の中の春 ―― 横坂 源（チェロ）を迎えて 

 

横溝耕一（ヴィオラ）Koichi Yokomizo 

前出→p14 

出演公演 

2023年 4月 5日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

ブラームスの室内楽 Ⅹ 

 

吉井瑞穂（オーボエ）Mizuho Yoshii 

甘美な音色と豊かな音楽性で世界の聴衆を魅了するオーボエ奏者。 

東京藝術大学入学後、渡独。カールスルーエ国立音楽大学を首席で卒業。日本音楽コンク

ール優勝ほか、英バルビローリ国際コンクール、日本管打楽器コンクールで入賞。ベルリ

ン・フィルハーモニー管弦楽団のエキストラ奏者として活躍後、2000 年から約 20 年間に

わたってマーラー室内管弦楽団の首席奏者として欧州を中心に演奏活動を行い、クラウデ

ィオ・アバドをはじめ（共演 200回以上）、ギュンター・ヴァント、ニコラウス・アーノン

クール、ピエール・ブーレーズ、ダニエル・ハーディング、グスターボ・ドゥダメル、フ

ランソワ＝グザヴィエ・ロトといった巨匠の指揮で演奏を重ねた。欧州の主要オーケスト

ラ、アンサンブルから頻繁に客演首席奏者として招かれる一方、ソロや室内楽でも精力的

な活動を展開し、NHK 交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモ

ニー管弦楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、九州交響楽団、テツラフ弦楽四重奏団、

レイフ・オヴェ・アンスネス、マーティン・フロストらと共演。 

ニューヨークのマンハッタン音楽院、イギリス、スペイン、ドイツ、コロンビア、ベネズ

エラなどでマスタークラス教授として招かれ、後進の指導にあたる。 

東京藝術大学准教授。ルツェルン祝祭管弦楽団設立メンバー。第 49 回 JXTG 音楽賞（現

ENEOS音楽賞）奨励賞受賞。鎌倉市出身・在住。 

 

出演公演 

2023年 4月 2日[日]15:00東京文化会館 小ホール 

吉井瑞穂（オーボエ）&ウェールズ弦楽四重奏団 
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吉田珠代（ソプラノ）Tamayo Yoshida 

愛知県立芸術大学音楽学部声楽専攻卒業及び同大学院修了。卒業時に桑原賞受賞。新国立

劇場オペラ研修所第 6期生修了。2006年文化庁新進芸術家留学生として、イタリア・ボロ

ーニャ、2008～2010年（公財）ロームミュージックファンデーション特別研究生に選出さ

れ、ミュンヘン及びウィーンに留学。2010年オーストリア・シュタイヤー音楽祭にて《ド

ン・ジョヴァン二》ドンナ・アンナ役でヨーロッパオペラデビュー、「見事なまでのオーラ

を感じさせる歌唱で難役を演じ切った非の打ちどころのないソプラノ」と各紙から絶賛さ

れた。2012 年小澤征爾音楽塾《蝶々夫人》（関係者公開公演）では主役外国人キャスト初

日公演降板の為、急遽タイトルロールで舞台を務め小澤氏から絶賛を浴びる。2015年新国

立劇場高校生のための鑑賞教室 オペラ《蝶々夫人》タイトルロール、及び 2021年 7月の

同鑑賞教室オペラ《カルメン》ミカエラ役では卓越した歌唱と深遠な楽曲解釈により好評

を得た。ファビオ・ルイージ、チョン・ミュン・フン、ユーベル・スダーン、アンドレア・

バッティストーニ各氏をはじめとする世界的指揮者との共演を重ね、2016 年 10 月ズービ

ン・メータ指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団サントリーホール 30周年記念《第九》、

2017年 3月ウィーン楽友協会に於ける《第九》共にソリストに抜擢され見事にその重責を

果たし賞賛された。2017 年サントリーホール Re・オープニングコンサート、ロッシーニ

《ミサ・ソレムニス》では、繊細かつ豊かな表現で観客を魅了、その歌唱は日本人離れし

た深い音色と音楽性、慈悲深い歌唱と称賛され、ヨーロッパの批評サイト Backtrackにお

いても「圧巻かつ完璧なハーモニーと美声、最も記憶に残ったソリスト」と評された。ま

た、2018 年 12 月サントリーホールジルヴェスターコンサート喜歌劇《こうもり》では主

役外国人ソプラノ歌手が前日夜にキャンセル、急遽ロザリンデ役として舞台を務め上げた。

2019 年 8月には PMF 札幌に 2 回目の出演を果たし、クリストフ・エッシェンバッハ指揮、

マーラー交響曲第 8 番《千人》の第二ソプラノとして高い評価を受ける。同年 10 月には

日中友好記念・上海フィル・ベートーベン《第九》にソリストとして抜擢、その後も様々

なオーケストラで第九ソプラノソリストとしての出演を重ねている。小澤征爾音楽塾、セ

イジ・オザワ松本フェスティバル、新国立劇場、日生劇場、PMF 札幌、サントリーホール

オペラアカデミーゲスト等で活躍し、モーツァルトの諸役からフランス・イタリア・ドイ

ツオペラ、歌曲、宗教曲に渡るまでレパートリー多数。第 6回静岡国際オペラコンクール

最高位、及び三浦環賞受賞。第 12回岩城宏之音楽賞受賞。二期会会員 

 

出演公演 

2023年 4月 1日[土]19:00東京文化会館 大ホール 

イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.3 

リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による《仮面舞踏会》 

（抜粋／演奏会形式／字幕付） 

 

吉田有紀子（ヴィオラ）Yukiko Yoshida 

桐朋学園大学音楽学部を経て同大学研究科修了。これまでにヴァイオリンを天満敦子、鷲

見健彰、ヴィオラを岡田伸夫の各氏に師事。第 1回淡路島しづかホールヴィオラコンクー

ル第 3位入賞。1994年クァルテット・エクセルシオを結成。第 2回大阪国際室内楽コンク

ール弦楽四重奏部門第 2位、第 5回パオロ・ボルチアーニ国際弦楽四重奏コンクール最高

位、併せて S・シャリーノ特別賞、第 19回新日鉄音楽賞（現・日本製鉄音楽賞）フレッシ

ュアーティスト賞、第 16回ホテルオークラ音楽賞、青山音楽奨励賞（現・バロックザール

賞）など受賞。クァルテット・エクセルシオを中心に、幅広い分野で活動している。浦安
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音楽ホール レジデンシャル・アーティスト。東京藝術大学音楽学部非常勤講師。クァルテ

ット・エクセルシオ ヴィオラ奏者。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150年に寄せて 

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

【第 III部】シュトラウス風・ウィーンのおもてなし：公園で〈博覧会〉を 

 

吉村知子（ヴァイオリン）Tomoko Yoshimura 

愛知県名古屋市生まれ。東京藝術大学附属音楽高等学校在学中の 1990年第 59回日本音楽

コンクール入選。1991年第 10回ヴィエニアフスキー国際ヴァイオリンコンクール第 6位。

東京藝術大学在学中、安宅賞受賞。1995年第 29回ティボール･ヴァルガ国際ヴァイオリン

コンクール第 1位。スイス・ロマンド管弦楽団（アーミン・ジョルダン指揮）と共演。JT

アートホールシリーズ、NHK-FMに出演する他、元ベルリン・フィルハーモニー首席オーボ

エ奏者の故ローター･コッホと共演するなど、室内楽や弦楽合奏にも多数出演。愛知県豊田

市より文化関係功労賞、豊田文化奨励賞を授与される。現在、洗足学園音楽大学非常勤講

師、アンサンブル of トウキョウメンバー、元新日本フィルハーモニー交響楽団 2nd ヴァ

イオリン首席。 

 

出演公演 

2023年 4月 2日[日]14:00東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ 20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像 

 

読売日本交響楽団（管弦楽）Yomiuri Nippon Symphony Orchestra 

1962年、クラシック音楽の振興と普及のために読売新聞社、日本テレビ放送網、読売テレ

ビのグループ 3社を母体に設立された。創立以来、世界的な指揮者、ソリストと共演を重

ねている。2019 年 4月からセバスティアン・ヴァイグレが第 10 代常任指揮者を務め、充

実した活動を展開している。現在の指揮者陣には、首席客演指揮者の山田和樹、指揮者／

クリエイティヴ・パートナーの鈴木優人、桂冠指揮者のカンブルラン、名誉指揮者のテミ

ルカーノフらが名を連ねている。現在、名誉顧問に高円宮妃久子殿下をお迎えし、サント

リーホールや東京芸術劇場などで演奏会を多数開催中。演奏会の様子は日本テレビ「読響

プレミア」で放送されている。 

オペラ公演にも精力的に取り組み、数々の業績を上げてきた。17 年 11 月にはメシアンの

歌劇《アッシジの聖フランチェスコ》（全曲日本初演）が絶賛され、「音楽の友」誌のコン

サート・ベストテン第 1位、サントリー音楽賞などを受賞。22年には、東京・春・音楽祭

のプッチーニ・シリーズ《トゥーランドット》に出演し好評を博した。 

https://yomikyo.or.jp/ 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]18:30/4月 16日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭プッチーニ・シリーズ vol.4《トスカ》（演奏会形式／字幕付） 

https://yomikyo.or.jp/
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トーマス・ラウスマン（音楽コーチ）Thomas Lausmann 

19／20シーズン初め、メトロポリタン歌劇場の音楽部門の監督に指名された。それ以前に

は、13～19年にウィーン国立歌劇場の音楽コーチを務め、またそれに先立って、同歌劇場

のアシスタント指揮者／コーチを、3シーズン務めていた。ウィーン国立歌劇場時代には、

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の専属ピアニストとして、定期公演やツアーでピア

ノやチェレスタ、ハープシコード、オルガンを演奏していた。 

08 年より、バイロイト音楽祭の首席コーチを務めている。同音楽祭では、『リング』のプ

ロダクションや、《トリスタンとイゾルデ》、《タンホイザー》、《さまよえるオランダ人》で

クリスティアン・ティーレマンのアシスタントを務めたほか、16／17シーズンには、マレ

ク・ヤノフスキ指揮による『リング』チクルスの音楽コーチを務めた。また、ザルツブル

ク音楽祭の首席コーチ、ベルリン・コーミッシェ・オーパーの共同・音楽コーチ、ハンブ

ルク国立歌劇場のアシスタント音楽コーチ、ヴォルフ・トラップ・オペラの音楽コーチお

よびキャスティング顧問、ワシントン・ナショナル・オペラのアシスタント指揮者、ニュ

ーヨーク・シティ・オペラのアシスタント指揮者も務めている。 

シュトゥットガルト音楽演劇大学でピアノ演奏を学んだ後、アメリカのイーストマン音楽

学校で音楽修士を取得。さらにマンハッタン音楽学校でウォーレン・ジョーンズに師事し、

オペラ指導法のディプロマを取得した。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 
 

エレン・リード（作曲）Ellen Reid 

同世代で最も革新的なアーティストの一人であり、オペラ、サウンドデザイン、映画音楽、

アンサンブル、合唱等、幅広い作品を手がける作曲家、サウンドアーティストである。オ

ペラ《プリズム》は、2019年のピューリッツァー賞・音楽部門を受賞した。 

作曲家のミッシー・マッツォーリとともに、ルーナ・コンポジション・ラボを共同設立。

これは若い女性やノンバイナリー、ジェンダー規範に抗する作曲家のための指導プログラ

ムである。19年からは、ロサンゼルス室内管弦楽団のクリエイティブ・アドバイザー及び

コンポーザー・イン・レジデンスを務めている。 

コロンビア大学で学士（美術）、カリフォルニア芸術大学で修士を取得。世界各地の音楽か

らインスピレーションを受けており、お気に入りの 2都市、ロサンゼルスとニューヨーク

で暮らす。作品はデッカ・ゴールドからリリースされている。 

ロサンゼルス・タイムズ紙いわく、「一言でいえば、リード到来」。 

 

ヤン・リシエツキ（ピアノ）Jan Lisecki 

その解釈とテクニックは、同年代が遥かに及ばぬ熟練を物語る。27歳にして、カナダ人で

ある彼は世界中で年間 100を超えるコンサートに出演し、アントニオ・パッパーノ、ヤニ

ック・ネゼ＝セガン、ダニエル・ハーディング、マンフレート・ホーネック、クラウディ

オ・アバド等としばしば共演している。 

2021／22 年のシーズンは、世界 30 以上の都市で、ショパンの夜想曲や練習曲を取り上げ

た新たなリサイタル・プログラムを展開した。近年では再び招かれて、ボストン交響楽団、
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クリーヴランド管弦楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ミラノ・スカラ座フィルハーモニ

ー管弦楽団、サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団、オルフェウス室内管弦楽団

等と共演、カーネギー・ホールやエルプフィルハーモニー・ハンブルクに出演している。

最近では、バリトン歌手マティアス・ゲルネとのベートーヴェン歌曲チクルスで、とりわ

けザルツブルク音楽祭に出演した他、ニューヨーク・フィルハーモニック、シカゴ交響楽

団、シュターツカペレ・ドレスデン、パリ管弦楽団、バイエルン放送交響楽団、ロンドン

交響楽団等とも共演している。 

昨夏の主な活動としては、弾き振りでベートーヴェンのピアノ協奏曲全曲チクルス、ノル

ウェー室内管弦楽団とショパンの 2つのピアノ協奏曲、ロンドンのロイヤル・アルバート・

ホールで BBCプロムスに再び出演、ラインガウ音楽祭ではレジデンスとしてチケット完売

したこと等がある。 

22／23年のシーズンは、エルプフィルハーモニー・ハンブルクとケルン・フィル―ハーモ

ニーでレジデンスを務める。また、ウィーン交響楽団やロイヤル・フィルハーモニー管弦

楽団のツアーに同行、アカデミー室内管弦楽団に再び登場する他、シアトル交響楽団のシ

ーズン・オープニング・ガラに出演する。23 年春には、ミラノ・スカラ座に再び登場し、

自身のリサイタルとミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団との共演両方を行なう。 

15 歳にしてドイツ・グラモフォンと専属契約を結んだ。同レーベルは、2020 年のベート

ーヴェン・イヤーを記念して、ベルリン・コンツェルトハウスでアカデミー室内管弦楽団

を弾き振りしたベートーヴェンのピアノ協奏曲全 5曲のライブ録音をリリースした。その

すぐ後にリリースされたマティアス・ゲルネとのベートーヴェン歌曲チクルスはディアパ

ゾン・ドール賞を受賞。名門レーベルにおける 8番目の録音は、近年リサイタルのプログ

ラムでも取り上げているショパンの夜想曲全集で、2枚組の CDが 21 年 8 月、レコードで

も 22 年 2 月にリリースされ、直ちに北米やヨーロッパでクラシックのトップチャートに

躍り出た。直近では、モーツァルト、ラヴェル、シューマン、パデレフスキを取り上げた

以前のソロ・プログラム「夜の音楽」が、デジタル・アルバムとしてリリースされた。他

にもこれまでの録音は、ジュノー賞、エコー・クラシック賞等を受賞している。18歳でグ

ラモフォン誌ヤングアーティスト賞とレナード・バーンスタイン賞を史上最年少で受賞。

12年には、ユニセフのカナダ大使に任命されている。 

 

出演公演 

2023年 4月 5日[水]19:00東京文化会館 小ホール 

ブラームスの室内楽 Ⅹ 

2023年 4月 7日[金]19:00東京文化会館 小ホール 

ヤン・リシエツキ（ピアノ） 

 

ジャノ・リスボア（ヴィオラ）Jano Lisboa 

リスボンのプレミオ・ジョヴェン・ムジコスのヴィオラ部門と室内楽部門で第 1位、2009

年ワトソン・フォーブス国際ヴィオラコンクール（スコットランド）で入賞し、2006年 NEC

モーツァルト・コンチェルト・コンクール（米国ボストン）で優勝、ポルトガル功労市民

章を受章。現在、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団の第 1首席ヴィオラ奏者を務め

ている。 

ミュンヘンおよびベルリンのフィルハーモニーホール、ニューヨークのカーネギーホール、

サントリーホール、ザルツブルクのモーツァルテウム、ロンドンのロイヤルアルバートホ

ール、ウィグモアホール、アムステルダムのコンセルトヘボウなどの一流ホールで演奏し、

世界各地でコンサートを開催している。 
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熱心な室内楽奏者として、リサ・バティアシヴィリ、レイフ・オヴェ・アンスネス、アン

ティエ・ヴァイトハース、イェルク・ヴィトマン、タベア・ツィンマーマン、フランソワ・

ルルー、マキシミリアン・ホルヌング、クリスチャン・ポルテラ、ヘルベルト・シューク、

クス・カルテットなどの偉大なアーティストとステージを共にしてきた。サラ・クリスチ

ャンがベルリン・クラシックスからリリースしたチャイコフスキーの《フィレンツェの思

い出》の CDに参加している。 

熱心なダイバーであり、細密画家であり、ボードゲームの愛好家でもある。 

1932年製エットーレ・シーガ・ヴィオラを使用。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]19:00東京文化会館 小ホール 

青木尚佳（ヴァイオリン）、ジャノ・リスボア（ヴィオラ）、ウェン＝シン・ヤン（チェロ） 

 

レ・ヴァン・ロマンティーク・トウキョウ Les Vents Romantiques Tokyo 

福川伸陽（バロック・ホルン）Nobuaki Fukukawa 

―私は彼をこう称える。素晴らしい演奏家であり、芸術家だ―リッカルド・ムーティ 

―天賦の才とカリスマ性を持った音楽家である―パーヴォ・ヤルヴィ 

 

ホルンのソリストとして、世界的に活躍している音楽家の一人。NHK 交響楽団首席奏者と

して、オーケストラ界にも貢献した。第 77回日本音楽コンクール ホルン部門第 1位受賞。 

ソリストとして、パドヴァ・ヴェネト管弦楽団、香港交響楽団、NHK 交響楽団、京都市交

響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、大阪交響楽団、

横浜シンフォニエッタ、兵庫芸術文化センター管弦楽団、東京ユニバーサル・フィルハー

モニー管弦楽団他と共演している。 

国内外の重要な指揮者の信頼も篤く、ファビオ・ルイージ、クリストフ・エッシェンバッ

ハをはじめ、故ビエロフラーヴェクなどの絶賛を受けている。 

ロンドンのウィグモアホールをはじめ、ロサンゼルスやブラジル、北京などでリサイタル

をするなど、世界各地から数多く招かれており、「la Biennale di Venezia」「ラ・フォル・

ジュルネ・オ・ジャポン」「東京・春・音楽祭」などをはじめとする音楽祭にもソリストと

して多数出演。 

その演奏は多くの作曲家にインスピレーションを与え、福川伸陽のために書かれた作品は、

久石譲《The Border》、藤倉大《ホルン協奏曲第 2番》《ゆらゆら》《ぽよぽよ》《ざざざ》

《はらはら》、吉松隆《Spiral Bird Suite》、田中カレン《魔法にかけられた森》、川島素

晴《Rhapsody in Horn》、酒井健治《In a blink》《告別》、鈴木優人《世界ノ雛型》《モー

ツァルティアーナ》《Romantissimo》、狭間美帆《Letter from Saturn》《源平音楽絵巻》な

ど数十曲に及ぶ。 

室内楽奏者としては、ライナー・キュッヒル（ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団コン

サートマスター）、ハインツ・ホリガー（オーボエ奏者、作曲家）などと共演しているほか、

日本人ソリスト達で構成される木管アンサンブル「東京六人組」などで積極的な活動を展

開。 

ピリオド楽器での演奏にも力を注ぎ、バロックホルンやナチュラルホルンの演奏者として

バッハ・コレギウム・ジャパンを中心に、室内楽や録音においても欠かせない奏者の一人

となっている。 

リサイタルや室内楽、協奏曲の演奏は、NHK、テレビ朝日、フジテレビをはじめ、ドイツ、
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イタリアなどでも放送された。 

キングレコードより 4枚のソロ CD、モーツァルトのホルン協奏曲全集、リヒャルト・シュ

トラウスの協奏曲第 2番のライブレコーディングや、オクタヴィアレコードより多数の室

内楽 CDをリリースし、音楽之友社刊「レコード藝術」誌上にて特選版に選ばれている。 

国際ホルン協会評議員、東京音楽大学准教授。 

 

高田あずみ（バロック・ヴァイオリン）Azumi Takada 

3 歳より才能教育でヴァイオリンを始める。桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽

学部卒業、同研究科生課程修了。青山寿男、上条尚人、鷲見三郎、海野義雄、三善晃、岩

崎淑の各氏に師事。1983年第 2回日本国際音楽コンクール第 4位入賞。1985年第 41回ジ

ュネーヴ国際音楽コンクール最高位（1位なしの 2位）に入賞。「オトテール・アンサンブ

ル」のメンバー。バッハ・コレギウム・ジャパン、オーケストラ・リベラ・クラシカなど

のコンサート・ミストレスとして活躍。ジャズの分野ではスウィート・ファンタジア・オ

ーケストラのソロ・ヴァイオリニストとして参加している。1995 年度村松音楽賞受賞。

2011年より妹はるみと「Duo Sorelle」を結成し、定期的な活動を行い、2021年には 1st

アルバムをリリース。 

レコード芸術特選盤、音楽現代推薦盤、など高評価を得る。 

 

荒木優子（バロック・ヴァイオリン）Yuko Araki 

桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部卒業。卒業演奏会に出演。同大学

研究科修了。在学中に桐朋学園オーケストラと共演。文化庁より派遣され、トルコ・イス

ラエルでのコンサートに出演。ヴァイオリンを辰巳明子氏に、バロック・ヴァイオリンを

若松夏美氏に師事。バッハ・コレギウム・ジャパン、オーケストラ・リベラ・クラシカ、

レ・ボレアードなど日本の代表的な古楽オーケストラやアンサンブルの主要なメンバーと

して活躍し、数多くのコンサート及び CD 録音に参加している。神奈川県立相模原弥栄高

等学校非常勤講師。 

 

丸山 韶（バロック・ヴァイオリン）Sho Maruyama 

1990年横浜市生まれ。神奈川県立弥栄高等学校音楽コースを経て京都市立芸術大学を首席

で卒業。京都市長賞、京都音楽協会賞受賞。東京藝術大学別科古楽科修了。NHK「ららら♪

クラシック」、NHK-FM「リサイタル・パッシオ」にソロ出演。 

バッハ・コレギウム・ジャパン、古楽アンサンブル コントラポント、オーケストラ・リベ

ラ・クラシカ、レ・ボレアードなどのメンバーとして活躍。古楽アンサンブル コントラポ

ント コンサートマスター。古楽オーケストラ La Musica Collanaディレクター、ソロ・

コンサートマスター。Ensemble LMCリーダー。木心トリオ ヴァイオリン奏者。 

ソロ CDアルバム『Con affetto』、『FRENESIA』をリリース。 

 

成田 寛（バロック・ヴィオラ）Hiroshi Narita 

1986 年に新日本フィルハーモニー交響楽団に入団、約 10 年在籍。その間 89 年～90 年、

93 年～94 年の 2 度に渡りオランダのデン・ハーグ王立音楽院に留学、V.メンデルスゾー

ン氏に師事。また KISA弦楽四重奏団のメンバーとして 95年～97年、秩父及びロンドンで

のアマデウス・クァルテット・セミナーに定期的に参加しアマデウス・クァルテットのメ

ンバーより薫陶を受け、ロンドン・ロイヤル・ポートレートギャラリーに於ける演奏会等
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に出演。その後新星日本交響楽団の首席奏者に就任、合併後東京フィルハーモニー交響楽

団首席奏者を 2003 年まで務めた。現在は山形交響楽団契約首席を務める他、鈴木秀美、

若松夏美、寺神戸亮、有田正広、L.コッポラ、S.ホッホランドの各氏等との室内楽での共

演、楽遊会弦楽四重奏団やオーケストラ・リベラ・クラシカ、バッハ・コレギウム・ジャ

パン等のメンバーとして活動している。山形大学客員准教授。 

 

上村文乃（バロック・チェロ）Ayano Kamimura 

前出→p43 

 

今野 京（コントラバス）Takashi Konno 

東京音楽大学卒業。NHK交響楽団コントラバス奏者。1992年文化庁芸術家在外研修員とし

て、ベルギー王立アントワープ音楽院に留学、フランス弓奏法の研究をする。93年最高位

で同音楽院修了後はイタリアに渡り、キジアーナ音楽院（シエナ）にてディプロマ・ディ・

メリト賞受賞。ベルギー、オランダで活躍したのち、帰国後は古楽器演奏にも精力的で、

バッハ・コレギウム・ジャパン、オーケストラ・リベラ・クラシカ等に参加。これまでに

小野崎 充、エティエンヌ・ジーベンス（ベルギー）、フランコ・ペトラッキ（イタリア）、

フランソワ・ラバト（フランス）に師事。洗足学園音楽大学非常勤講師。 

 

三宮正満（バロック・オーボエ）Masamitsu San’nomiya 

武蔵野音楽大学卒業。ブルージュ国際古楽コンクール第 2位受賞。1996年よりバッハ・コ

レギウム・ジャパン J.S.バッハ＝カンタータ全曲レコーディングに参加し、数々のオー

ボエ・オブリガートを演奏。ソリストとしてカーネギーホール、プラハの春音楽祭などに

出演。2002 年より東京藝術大学古楽科講師として後進の指導にもあたっている。08 年よ

り田村次男氏と共にオーボエ製作を始め、ライプツィヒの名工アイヒェントプフ作のオー

ボエを復元し、国内外で演奏されている。ソロアルバム『ヴィルトゥオーソ･オーボエ』

『19 世紀パリのオーボエ作品集』『ヴィダーケア・デュオソナタ集』をリリース。今まで

100 枚以上の CD 録音に参加。NHK-FM「名曲リサイタル」、NHK-BS「クラシック倶楽部」等

に出演。現在バッハ・コレギウム・ジャパン、オルケストル・アヴァン=ギャルド 首席オ

ーボエ奏者、東京藝術大学古楽科講師。「Les Vents Romantiques Tokyo」主宰。 

 

村上由紀子（バロック・ファゴット）Yukiko Murakami 

福岡教育大学音楽科在学中にファゴットを始める。卒業後東京藝術大学別科及び大学院に

て岡崎耕治氏に師事。藝大在学中に藝大バッハカンタータクラブに在籍し小林道夫氏の薫

陶を受ける。大学院修了後渡蘭。オランダ王立デン・ハーグ音楽院にてヒストリカルファ

ゴットをドナ・アグレル氏に師事。音楽院在学中より数々の在欧アンサンブル等と共演。

これまでに 18 世紀オーケストラ、オランダバッハ協会（オランダ）、La Petite Bande, 

Ricercar Consort(ベルギー)、Friberger Barockorchester,Musica Antiqua Köln(ドイツ)、

Collegium1704(チェコ)、Capella Cracoviensis,Wroclaw Baroque Orchestra(ポーランド)

その他のメンバーとしてツアーや録音等に参加。2022年には Les Vents Romantiques Tokyo

のメンバーとして木管八重奏、ピアノ五重奏の CDをリリース。バッハ・コレギウム・ジャ

パンのカンタータ全曲録音においても多数の録音を残している。 
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太田光子（リコーダー）Mitsuko Ota 

上野学園大学、ミラノ市立音楽院を卒業。第 16 回国際古楽コンクール＜山梨＞第 1 位受

賞。故 G.ボッセの指揮のもと神戸市室内合奏団、名古屋フィルハーモニー交響楽団等にソ

リストとして客演。イタリアのレーベル「ラ・ボッテガ・ディスカンティカ」より、CD『ヴ

ィヴァルディ／リコーダー協奏曲』（レコード芸術誌特選盤)をリリース。日本国内でリリ

ースした CDとしては『イタリアへの夢 I,II,III』（コジマ録音、全てレコード芸術誌特選

盤）等がある。名古屋バロック音楽協会、新・福岡古楽音楽祭等各地でのセミナー講師、

全日本リコーダーコンテスト審査員を務めるなど、後進の指導にも力を入れている。日本

テレビ「ヒルナンデス」の「ある世界で大成功！いったい何者!?」コーナーで紹介された。

リコーダーを山岡重治、ペドロ・メメルスドルフの両氏に師事。現在上野学園大学非常勤

講師、サルビアホール（横浜市）サルビア・アーティストバンク登録アーティスト。 

太田光子公式 webサイト http://otamitsuko.music.coocan.jp 

 

川口成彦（フォルテピアノ）Naruhiko Kawaguchi 

前出→p45 

 

出演公演 

2023年 3月 24日[金]19:00東京文化会館 小ホール 

福川伸陽（ホルン）＆古楽の仲間たち 

 

LEO（箏） 

1998年横浜生まれ。本名・今野玲央。横浜インターナショナルスクールの音楽の授業で 9

歳より箏を始める。 

音楽教師であり箏曲家のカーティス・パターソン氏の指導を受け、のちに箏曲家 沢井一

恵氏に師事。 

14 歳で全国小中学生箏曲コンクールにてグランプリ受賞。16 歳でくまもと全国邦楽コン

クール史上最年少 最優秀賞・文部科学大臣賞受賞。一躍脚光を浴び、2017年 19歳でメジ

ャーデビュー。同年、東京藝術大学に入学。 

MBS ドキュメンタリー番組「情熱大陸」、テレビ朝日「題名のない音楽会」「徹子の部屋」、

NHKワールドプレミア「世界へ届け 日本の伝統芸能」、NHK Eテレ「にっぽんの芸能」、な

ど多くのメディアに出演。ヴァイオリニスト五嶋みどり創設 MIDORI & FRIENDS主催ニュ

ーヨークツアー開催。 

井上道義、秋山和慶、沖澤のどかをはじめとした指揮者や、東京フィルハーモニー交響楽

団、京都市交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団と共演しソリストを務める。2021

年 4月には藤倉大委嘱新作の箏協奏曲を鈴木優人指揮・読売日本交響楽団との共演で世界

初演し、その模様を収録した最新アルバム『藤倉大：箏協奏曲』（DENON／日本コロムビア）

が同年 9月にリリースされた。 

2019年出光音楽賞、神奈川文化賞未来賞受賞。現在、沢井箏曲院講師。 

伝統を受け継ぎながら、箏の新たな魅力を追求する若き実力者として注目と期待が寄せら

れている。 

 
出演公演 

2023年 3月 28日[火]19:00上野の森美術館 展示室 

ミュージアム・コンサート LEO（箏）～現代美術と音楽が出会うとき 

http://otamitsuko.music.coocan.jp/
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カタリーナ・ワーグナー（監修／芸術監督）Katharina Wagner 

リヒャルト・ワーグナーの曾孫にあたり、2015年からはバイロイト音楽祭の総監督の地位

にある。同音楽祭傘下に置かれた BF メーディエン有限会社の代表取締役も務めている。

ベルリン自由大学で舞台芸術学を学び、現在はバイロイトとベルリンに居を構えている。

これまでの演出作品には、ヴュルツブルクでの《さまよえるオランダ人》、ブダペストでの

《ローエングリン》、ミュンヘン・ゲルトナープラッツ州立劇場の《刀鍛冶》、ベルリンで

のプッチーニ「三部作」、マインツでの《蝶々夫人》と《低地》、ブレーメン劇場の《リエ

ンツィ》、カナリア諸島ラス・パルマスでの《タンホイザー》等が挙げられる。07 年《ニ

ュルンベルクのマイスタージンガー》が、バイロイト音楽祭への演出デビューとなった。

15 年にクリスティアン・ティーレマン指揮のバイロイト音楽祭で《トリスタンとイゾル

デ》を演出、18年は東京の新国立劇場で《フィデリオ》を演出した。19／20シーズンには

バルセロナのリセウ大劇場で《ローエングリン》を演出予定だったが、このプロダクショ

ンは、2022 年 3 月にライプツィヒで世界初演、2025 年リセウ劇場での上演が予定されて

いる。 

ハンス・アイスラー音楽大学ベルリンの演出学科・名誉教授。異母姉エファ・ワーグナー

＝パスキエとともに、10年に「B.Z.」紙より文化賞、12年にバイエルン文化賞を受賞。13

年にはブルゲンラント州政府よりブルゲンラント州名誉大勲章が授与された。多数のワー

グナー協会の名誉会員でもある。2019年、マルクス・ゼーダー州首相よりバイエルン功労

勲章を授与された。 

 

出演公演 

2023年 3月 25日[土] 14:00/3月 26日[日]14:00/3月 31日[金]19:00/ 

4月 1日[土]14:00/4月 2日[日]14:00 

三井住友銀行東館ライジング・スクエア１階 アース・ガーデン 

東京春祭 for Kids 子どものためのワーグナー 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（バイロイト音楽祭提携公演） 

 

ヨーゼフ・ワーグナー（バス・バリトン）Josef Wagner 

オーストリア出身のバス・バリトン歌手。ウィーン国立音楽大学で学ぶ。2006年にザルツ

ブルク音楽祭のモーツァルト《見せかけの純情娘》でデビューして以来、フリーランスの

歌手として活動している。定期的に客演している主要な歌劇場には、ベルリン・ドイツ・

オペラ、シュトゥットガルト州立歌劇場、ジュネーヴ大劇場、フィンランド国立歌劇場、

トロント、ニース・オペラ座、アントワープ、マルセイユ、ディジョン、テルアビブのイ

スラエル・オペラ、アイルランド・オペラ、ウィーン・フォルクスオーパーがある。 

コンサート歌手としても引く手あまたで、その幅広いレパートリーはバロックの受難曲か

ら、ハイドンやメンデルスゾーンの古典派及びロマン派オラトリオ、現代作品にまで及ぶ。

ドラマティック・バリトンのレパートリーを絶えず発展させ、13年に初めてヨカナーンを

歌ってストックホルムにおけるニーナ・シュテンメとの共演で大成功を収めた。その後、

ヘルシンキで《エフゲニー・オネーギン》、ベルリン・ドイツ・オペラで《さまよえるオラ

ンダ人》にデビューし、高い評価を得た。 

最近は、ベルリン・ドイツ・オペラで《ヘリアーネの奇跡》暴君、マルメで《さまよえる

オランダ人》オランダ人、マドリードのテアトロ・レアルで《カプリッチョ》伯爵、そし

てシュトゥットガルトでまたヨカナーン、《アラベラ》マンドリーカを演じ、成功を収め

た。アン・デア・ウィーン劇場で《タイス》アタナエルを演じた後、21年夏には、有名な

エクサン・プロヴァンス音楽祭で《トリスタンとイゾルデ》クルヴェナール、ベルンで《ラ
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インの黄金》ヴォータンで、それぞれに役デビューし、大成功を収めている。 

 

出演公演 

2023年 4月 6日[木]15:00/4月 9日[日]15:00東京文化会館 大ホール 

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.14 

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（演奏会形式／字幕付） 

 

和田志織（ヴィオラ）Shiori Wada 

1998年生まれ。4歳よりヴァイオリンを始め、大学院入学を機にヴィオラへ転向する。 

横浜国際音楽コンクール第 3位。江戸川新進音楽家コンクール第 2位。ウラジオストク国

際音楽コンクール第 1 位。日本演奏家コンクール第 2 位（ヴィオラ最高位）。その他多数

のコンクールで入賞。 

日露親善音楽交流ウラジオストク公演にて、佐藤 眞作曲ヴァイオリン協奏曲をアナトリ

ー・スミルノフ指揮のウラジオストク交響楽団と共演し、この曲のロシア初演を果たす。

学内試験にて選抜され、第 45 回藝大定期室内楽演奏会に弦楽四重奏で出演。東京・春・

音楽祭 2019にて、リッカルド・ムーティ指揮の歌劇《リゴレット》に東京春祭特別オーケ

ストラとして出演。ヴィオラスペース 2021にて今井信子氏の公開マスタークラスを受講。 

ヴァイオリンを野口千代光、瀬﨑明日香の両氏に、ヴィオラを市坪俊彦、佐々木 亮、大島 

亮の各氏に師事。室内楽を山崎貴子、植村太郎、松原勝也、吉田有紀子、中木健二、坂井

千春の各氏に師事。 

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、及び東京藝術大学音楽学部器楽科ヴァイオリン

専攻を卒業後、現在同大学院音楽研究科修士課程 2 年ヴィオラ専攻に在学中。N 響アカデ

ミー生。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

 

渡邊智道（ピアノ）Tomomichi Watanabe 

東京を拠点に、協奏曲客演、独奏、伴奏、室内楽などの演奏活動を展開。2020年、雁部一

浩、伊藤悠貴と共に、ロマン主義精神の技術による復興、伝承を標榜する「ロマン派芸術

音楽協会」を設立。インターネットラジオ「伊藤悠貴／渡邊智道のロマン探求」を通じて

音楽家同士の鼎談も積極的に公開するなど、その理念を発信する場も広げている。 

ニューヨーク・スタインウェイ製のピアノを管理する池の端スタジオを開講し、作曲、文

筆においても活動。2019年、ディスクアート（発売元・コンフォート）より、1887年製ニ

ューヨーク・スタインウェイ「ローズウッド」を使用したデビューアルバム「渡邊智道 バ

ッハ&ショパン」をリリース。2020 年 4 月より、演奏を生収録した月刊「池之端ライヴ」

を発行。同時に、雑誌「六等星」の編集も行う。 

 

出演公演 

2023年 4月 13日[木]11:00/14:00国立西洋美術館 講堂 

ミュージアム・コンサート 

「憧憬の地 ブルターニュ」展 記念コンサート vol.1 伊藤悠貴（チェロ） 
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渡邉玲雄（コントラバス）Reo Watanabe 

新潟県小千谷市出身。東京藝術大学卒業及び同大学院修了。 

ドイツ・ヴュルツブルク音楽大学マイスタークラス修了。修了試験において審査員の満場

一致で合格し、コントラバスマイスターの称号を得る。バイエルン国立歌劇場オーケスト

ラアカデミーにて 2年間研鑽を積み、帰国後新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者と

なる。東京・春・音楽祭、パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌、セイジ・

オザワ松本フェスティバル、宮崎、赤穂、姫路、京都、仙台、ラ・フォル・ジュルネ TOKYO、

新潟など様々な国際音楽祭に出演。NHK-BS プレミアム「クラシック倶楽部」、NHK-FM「名

曲リサイタル」など様々なメディアに出演。アンサンブル of トウキョウメンバー。2018

年に新日本フィルを退団し、現在愛知県立芸術大学准教授、名古屋音楽大学客員准教授。 

 

出演公演 

2023年 3月 21日[火・祝]15:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭チェンバー・オーケストラ 

2023年 3月 25日[土]13:00東京文化会館 小ホール 

東京春祭マラソン・コンサート vol.13  

ヨーロッパ流〈集いの楽しみ〉――音楽・公園・博覧会 上野公園 開園 150 年に寄せて  

【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ：解放される〈庭園〉 

 


