：

ヴァイオリン：奥村愛

Vol.2

9.15
2019

15：00 開演

（14：15開場）

※14:30より1966カルテットに
よるロビーコンサート

ティアラこうとう

大ホール

！
！

ティアラ
こうとうが
贈るシリーズ！

チェロ：新倉瞳
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司会・ピアノ 加羽沢美濃

クラシック 名曲

コンサ ート

ca l
Classit e r p i e c e s
Mnacse r t
co

ピアノ・カルテット：1966カルテット

名の通りクラシック音楽の名曲の数々を集めた公演！
クラシック音楽に詳しくない方、大歓迎です！ＮＨＫテレ

ビ「ららら♪クラシック」で長年司会を務めた、作曲家・ピアニス
トの加羽沢美濃が楽しいトークとともにご案内します。実力派キャ
ストによる演奏を贅沢に聴けるクラシック・ファンも満足していた
だけるプログラムです。

予定曲目

テノール：小野弘晴

クライスラー／愛の喜び、愛の悲しみ、
モンティ／チャルダーシュ、
ホルスト

ピアノ：米津真浩

／組曲
「惑星」
より“ジュピター”、
エルガー／愛のあいさつ、
プッチーニ／歌

チケット全席指定

劇「トゥーランドット」
より“誰も寝てはならぬ”、歌劇「トスカ」
より“星は光り

一般 2,500 円

ぬ”、
ディ・カプア／オ・ソレ・ミーオ、
ショパン／英雄ポロネーズ、
ノクターン

江東区民 2,300 円

「動物の謝肉祭」
より“白鳥”、
リスト／ハンガリー狂詩曲、
カッチーニ／ア

第20番（遺作）、
プッチーニ／歌劇「ジャンニ・スキッキ」
より“私のお父さ

友の会 2,250 円

ん”、
モーツァルト／歌劇
「魔笛」
より“夜の女王のアリア”、
サン＝サーンス／

※6歳からご入場いただけます

ヴェ・マリア ほか
フルート：日野真奈美

ティアラこうとうチケットサービス

03‐5624‐3333
https: //www.kcf.or.jp/tiara/

その他江東区内各文化センターにて取扱います。

チケットぴあ 0570‐02‐9999【Ｐコード154−138】
主催：公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

ティアラこうとう
ソプラノ・デュオ：山田姉妹

！クラシック名曲コンサート Vol.2
ずばり！
司会・ピアノ：加羽沢美濃

ヴァイオリン：奥村愛

©Wataru Nishida

©Hollywoodbeauty

東京藝術大学大学院在学中にCDデ

7歳までアムステルダムに在住。桐朋学園

8歳よりチェロを始める。11歳で帰国後、毛利伯

ビューをはたし、
2017年デビュー20周

大学ソリスト・ディプロマコースで学ぶ。
日

郎に師事。桐朋学園大学音楽学部を首席卒

本音楽コンクール第2位他受賞多数。各

業。桐朋学園大学研究科において堤剛氏に師

地でのリサイタルをはじめ、国内外のオー

事。在学中EMI Music Japanより
「鳥の歌」
をリ

年を迎えた。
作曲家として委嘱作品はもちろん、
映
画、舞台音楽などを手がけ、近年は
作曲家の視点からクラシックをわかり
やすく解説したレクチャーコンサート
などを全国で行っている。
また活動は多岐にわたり、
テレビやラ
ジオにも出演している。

ケストラとも多数共演。親子向けコンサー

リース。
テレビ、
ラジオ出演多数、近年では森下

トなども積極的に展開。
自然体なトークも

仁丹ビフィーナのCMキャラクターにも抜擢。

好評を得ており、
テレビやラジオへの出演

2010年よりバーゼル音楽院ソリストコースにて

も多い。桐朋学園芸術短大非常勤講師。

修士課程を最高点で修了。15年よりカメラー

佐藤製薬のトータルスキンケアブランド

タ・チューリッヒのソロ首席チェリストに就任。第

「エクセルーラ」
のイメージキャラクター。

http://www.kabasawamino.com

チェロ：新倉瞳

公式ホームページ http://aiokumura.jp/

18回ホテルオークラ音楽賞受賞。現在、
スイスを
拠点にソリスト、室内楽奏者、
クレズマー奏者と
して活動。使用楽器は、宗次コレクションより貸
与されたG. Grancino(1694年製)。

テノール：小野弘晴

ピアノ：米津真浩

フルート：日野真奈美

東京藝術大学声楽科（バス専攻）卒業。
中島基晴、平野忠彦、勝部太の諸氏に師
事。BBCオペラ
「椿姫」のジェルモン役を
歌いオペラデビュー。2009年鎌倉芸術館
「椿姫」
（アルフレード役）
に出演しテノール
へ転向。第44回イタリア声楽コンコルソ
（シエナ部 門 ）入 選 。第 2 3 回 太 陽カン
ツォーネコンコルソ第1位受賞。藤原歌劇
団には
「ルチア」
（オーチャードホール）
でデ
ビュー。
これまでに
「トスカ」
（カヴァラドッシ
役）
「
、リゴレット」
（マントヴァ公爵役）
など、
多くのオペラに出演。
（財）
日本オペラ振興
会所属。
藤原歌劇団正団員。
桐朋学園大
学芸術短期大学講師。

東京音楽大学（ピアノ演奏家コース）卒
業。
同大学院を首席で修了。
2013年・2014年度ローム・ミュージック
ファンデーション奨学生としてイタリア イ
モラ音楽院へ留学。
第76回日本音楽コンクールピアノ部門
第2位入賞。
岩谷賞
（聴衆賞）
を受賞。
クラシック音楽の普及をモットーに演奏活
動の他、
フジテレビ
『金曜日の聞きたい女
たち』、
テレビ朝日
『芸術ハカセ』
『ならデ
キ』
などのテレビ番組やラジオといったメ
ディアへの出演も積極的に行う。髙嶋音
楽事務所所属。
https://linktr.ee/tadahiroyonezu

国立音楽大学附属高等学校、同大学を
卒業。
同大学大学院修士課程修了。
研究
奨学金授与。第8回ウラジオストク国際音
楽コンクール第1位。第13回万里の長城
杯国際音楽コンクール一般の部第1位。
第18回フルートコンヴェンションアンサン
ブルアワード部門入選。
フルートを玉村三
幸、
大友太郎、
野原千代、
立川和男、
佐久
間由美子の各氏に師事。
近年ではTV・CMのレコーディング、学
校・施設などでのアウトリーチ公演、広告
モデル、
「ダイアモンド? ユカイのゆかいな
ラジオ」
パーソナリティなどジャンルを問わ
ず活動の幅を広げている。

会員募集中

クラシックのテクニックをベースに洋楽アーティ
ストのカバーをする女性カルテット。
ビートルズ
来日の年「1966」
をカルテット名に冠し、2010年

11月にメジャーデビュー。
クイーンおよび、
マイケ

ル･ジャクソンのカバーアルバム
（2011年・2012
年）では、
クラシックの上品なイメージを破る、
ロック・スピリッツ溢れるパフォーマンスが高く評
価された。2014年５作目のアルバム「アビイ・
ロード・ソナタ」は、
ロンドンのアビイ･ロード･スタ
ジオで録音。
リヴァプールのキャヴァーン・クラブ
でのライヴも行う。2015年、2016年ベストアルバ
ムをリリース。全国各地でのコンサート活動を繰
り広げる一方で、
「村上春樹を『聴く』コンサー
ト」に出演するなど、活躍の場を国内外へと広
げている。

ソプラノ・デュオ：山田姉妹

二卵性の双子ソプラノ・デュオ。
共に音楽大学声楽科卒業。
二期会オペラ
研修所マスタークラス修了時、共に優秀
賞を受賞。2017年2月にメジャーデビュー。
2018年3月に 2nd アルバム、
また 9 月最
新3rd アルバムをリリース。NHK「うたコ
ン」
など、
メディアにも多数出演するほか、
全国各地で公演活動中。姉の華は、東京
藝術大学声楽科卒業。在学中に安宅賞
を受賞。妹の麗は、国立音楽大学声楽
科、及びオペラ・ソリストコースを首席卒
業。
卒業時に武岡賞を受賞。

ティアラ友の会

ティアラこうとうをはじめ、江東区内財
団施設が主催・共催する公演を鑑賞さ
れる際に便利でお得な
「ティアラ友の
会」
の新規会員様を募集しています。
■入会金：無料

ピアノ・カルテット：1966カルテット

■年会費：1,500円

お申込・お問合せは・・・

ティアラこうとうチケットサービス

☎０３
（５６２４）
３３３３

会員特典
１．チケット代金の割引
２．チケットの先行予約
３．チケットの無料発送

（年会費口座引落会員）

４．公演情報紙をお届け
５．アーティストグッズ
プレゼント
６．指定飲食店での
割引サービス

（東京駅丸の内北口）

