143rd Soleil Joint Recital
第 143 回ソレイユ・ジョイント・リサイタル

室内楽の午後
データ名：aﬃnis̲DIC.ai

「やまとコミュニティ音楽館」 出演者プロフィール
２０１５年
梨本 卓幹（pf）米本 希（vc）河村 佳奈（vn） 高橋 和奏（vn）檜山
百合子（vc）１月１１日（日）
中 恵菜（va）高宮城コミュニティーセンター深見北会館
淩（vn）


染谷 薫 ♪ピアノ
桐朋学園大学およびウィーン国立音楽大学卒業。ヨーロッパ各地のマスタ
ークラスにて研鑽を積みディプロム修得。ウィーンエアバーザールにてソ
ロ・リサイタルを行う。帰国後 -#9#+ クラシックオーディションにて審
査員一致の最優秀賞受賞。サントリーホールにて受賞記念演奏会出演。文
化財団主催のソロ・リサイタル、サロンコンサート、レクチャーコンサー
ト等出演。現在ソロ、室内楽の分野で幅広く活動している。


浅野

涼（pf）

神村 淳子（fl）

染谷

薫（pf）

藤田
尚子（vn）
水谷 優希（pf）

杉浦 清美 ♪ヴァイオリン

PROGRAM

京都市立堀川高等学校音楽科（現
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ ト長調 KV301

京都市立京都堀川音楽高等学校）を経

W.A. Mozart: Sonate für Violine und Klavier G-Dur KV301 て、東京芸術大学音楽学部器楽科に入学。在学中、京都マルコ楽志堂にて
ジョイントリサイタルに出演。卒業後、東京ヴィヴァルディ合奏団の団員
= リスト：
ショパン：
「別れの曲」 / リスト：
「ため息」 / シューベルト
「魔王」

F. Chopin: "Tristesse"

F. Liszt: "Un Sospiro"

 年間在籍。服部克久氏率いる東京ポップスオーケストラのメン
F. として
Schubert=F.
Liszt: Erkönig

バーとして、ニューヨーク公演、国内での公演に多数参加する。この数年
上林裕子：時の彼方（二本のフルートとピアノのための）

Yuko Uebayashi: Au-dela du Temps

は、東宝ミュージカル、宝塚のオーケストラピットでの演奏も精力的にこ

シューマン：ピアノ三重奏曲 第１番 ニ短調 作品 63 より 第１、第２楽章

なす他、様々なスタイルのコンサート、ライブ、レコーディングに参加

している。
R. Schumann: Klaviertrio Nr.1 d-moll
Op.63, 1. und 年、
2. Satz 年フィンランド・クフモ室内楽音楽祭に参加。 年、フランス・

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第 11 番 ヘ短調「セリオーソ」作品 95

ミュージックアルプ音楽祭に参加し、研鑽を積む。後進の指導にもあたる。今までに、木村和代、

亀田美佐子、田渕洋子、浦川宣也、山岡耕筰の各氏に師事。
L.van Beethoven: Streichquartett Nr.11
f-moll "Serioso" Op.95


R. シュトラウス：ヴァイオリンソナタ 変ホ長調 作品 18
R. Strauss: Sonate für Violine und Klavier Es-Dur Op.18

内木 由美子 ♪ソプラノ

（公財）日本オペラ振興会オペラ歌手育成部研究科三年次。昭和音楽大学
音楽学部声楽科卒業。元日本オペラ協会準会員。クラシックを大賀寛、歌
謡曲を江口浩司、シャンソンを宇野ゆう子、音楽全般をあらい純世の各氏
に師事。ブライダルプレイヤー、ライブ活動など定期的に演奏活動を行っ
ている。


2015.1 /31

14:00 開演
［土］(13:30 開場 )

全自由席 ¥2,500〈ワンドリンク付き〉 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

前売●ソレイユ音楽事務所 03-3863-5552 Web チケットの王様 http://www.soleilmusic.com

主催 / ソレイユ音楽事務所 03-3863-5552 http://www.soleilmusic.com 後援 / 月刊「音楽現代」
・Studio

143rd Soleil Joint Recital
浅野

涼（ピアノ）
第 11 回長江杯国際音楽コンクール第 1 位。第 12 回ショパン国際ピアノコン
クール in Asia 全国大会銀賞、アジア大会入賞。第 22 回京都フランス音楽ア
カデミーにて、パスカル・ロジェのマスタークラスを修了。第 5 回エレーナ・
リヒテル国際ピアノコンクール第 3 位。副賞としてウィーン国立音楽大学に
てトーマス・クロイツベルガーのマスタークラスを学費全額免除にて修了。
推薦され受講生選抜コンクール及びコンサートに出演。その他コンクール入
賞、コンサート出演多数。これまでに阪田誠康、野村眞理の各氏に師事。現
在東京大学医学部医学科５年在学中。
神村 淳子（フルート）

武蔵野音楽大学卒業。東京オペラシティ、サントリーホール等にてソロ・室
内楽コンサートに多数出演。1991 年、99 年東京ニューシティ管弦楽団と協
演。93 年カザルスホール、98 年みなとみらいホールにてリサイタル。95 年、
99 年ルーマニアにてジョルジュ・エネスコ・フィルハーモニー等と協演。シ
ド音楽企画主催「日本の音楽展」にて 02 年、03 年にズイホー賞特別奨励賞
受賞。またピアニストのアドリアン・コックスとはリサイタル等で度々共演。
現在相鉄カルチャーセンター講師。フルートアンサンブル「ムジカヨコハマ」
メンバー。

染谷

薫（ピアノ）
桐朋学園大学音楽学部ピアノ専攻及び、オーストリアウィーン国立音楽大学
卒業。ウィーンエアバーザール、シュタイアーアルテステアターにてソロリ
サイタルを行う。 ＫＡＷＡＩクラシックオーディションにて審査員一致の最
優秀賞受賞。サントリーホールにて記念演奏会出演。相模原文化財団主催に
よるリサイタル開催。ソロの他管楽器、弦楽器、声楽等とのアンサンブルや
伴奏、また後進の指導にもあたっている。及川音楽事務所所属。
河村 佳奈（ヴァイオリン）

大分県出身。4 歳よりヴァイオリンを始める。第 61 回全日本学生音楽コンクー
ル福岡大会第 2 位。2008 年に九電ふれあいコンサートにて九州交響楽団と
共演。第 65 回全日本学生音楽コンクール北九州大会第 2 位。これまでに川
瀬麻由美氏に師事。現在、漆原朝子、景山誠治の各氏に師事。東京藝術大学
音楽学部器楽科ヴァイオリン専攻 1 年在学中。

米本

希（チェロ）
三重県四日市市出身。5 歳よりヴァイオリンを始め、9 歳でチェロに転向。
みえ音楽コンクール中学、高校の部第 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。倉田澄子マスタークラスなど数多くの講習会に学
び、受講者演奏会に出演。これまでに、小林薫、高木俊彰、河野文昭の各氏
に師事。名古屋市立菊里高等学校音楽科を経て、現在東京藝術大学音楽学部
器楽科 1 年に在学中。

中

恵菜（ヴィオラ）
3 歳からヴァイオリンを始め 16 歳の頃からヴィオラを始める。2005 年日本
学生音楽コンクール名古屋大会入選。2006 年岡山若い芽を育てる会オーディ
ションに合格し、遠山賞受賞。JT アフタヌーンコンサート、宮崎国際音楽祭、
プロジェクト Q、ヴィオラスペース出演。久保良治、佐々木亮、室内楽を東
京クヮルテット、徳永二男、佐々木亮、毛利伯郎、加藤知子、山崎伸子の各
氏に師事。現在桐朋学園大学音楽学部 3 年在学中。
檜山百合子（チェロ）

1993 年生まれ。大阪府出身。4 歳よりチェロを始める。2002 年ハンガリー
大使館懇親会に招かれ演奏する。第 67 回全日本学生音楽コンクール入選。
桐朋女子高等学校卒業。現在桐朋学園大学音楽学部 3 年在学中。2011 年草
津音楽アカデミーにて、タマーシュ ・ヴァルガにマスタークラスを受ける。
これまでに、チェロを倉田澄子、銅銀久弥の各氏に師事。

藤田 尚子（ヴァイオリン）

3 歳よりヴァイオリンを始める。霧島国際音楽祭マスタークラス修了。講師
推薦コンサート・ キリシマ祝祭管弦楽団公演に出演。2011 年武生国際音楽
祭出演。2012 年ヴィオラスペースにてガース・ ノックス氏と室内楽で共演。
桐朋学園オケ・8 音楽大学合同オケ・小澤征爾音楽塾オケ ( オペラプロジェ
クト・SKF 子供の為の音楽会 ) でコンミスを務め、小澤征爾氏らの指揮のも
と演奏する。第 7 回横浜国際音楽コンクール 2 位。第 16 回ブルクハルト国
際音楽コンクール最高位。これまでに勅使河原真実氏・藤原浜雄氏に師事。
桐朋女子高等学校音楽科を経て 2014 年桐朋学園大学卒業。 現在プロオケの
エキストラやアウトリーチ活動など積極的に活動している。

水谷 優希（ピアノ）

シンシナティ大学音楽院 (Preparatory Dept.) にて K. アレキサンダー氏に師
事。ウィーンの演奏家 U. ダンホーファー 、A. スコチッチとピアノトリオ、
ウィーンラズモフスキーカルテットとピアノ五重奏、2010 年 U. ダンホー
ファー氏とは再び、R. ラツコ氏とピアノトリオを共演、2012 年には㈶愛知
県文化振興事業団主催文化庁委託事業新人芸術家育成演奏会にてソロを演奏。

Presented by Concert Agency Soleil Co.,Ltd.

梨本 卓幹（ピアノ）

長野県出身。第 24 回長野県ピアノコンクール大賞。第 64 ～ 66 回全日本学
生音楽コンクール中学生の部、高校生の部東京大会第３位。第 14 回ポーラ
ンド国際ピアノ音楽祭にてオーケストラと共演。ソレイユ若い芽のコンサー
トを始め、様々なコンサートに出演。これまでに武沢洋、篠井寧子、斎藤雅広、
西川秀人、岡田敦子、横山幸雄の各氏に師事。 東京音楽大学付属高等学校を
経て、東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻 1 年在学中。

高宮城 淩（ヴァイオリン）

4 歳よりヴァイオリンを始める。全日本クラシック音楽コンクール全国大会
第 3 位。いしかわミュージックアカデミーにて IMA 音楽賞受賞。スウェー
デンにて大勝秀也氏指揮、マルメ交響楽団とシベリウスのヴァイオリン協奏
曲を共演。東京音楽コンクール入選。桐朋学園大学 student's concert に出演。
現在サントリーホール室内楽アカデミー第 3 期フェロー。ヴァイオリンを原
田幸一郎、神谷美千子の各氏に師事。

高橋 和奏（ヴァイオリン）

5 歳よりヴァイオリンを始める。第 57 回鎌倉市小中高学生音楽コンクール
第 1 位及び市議会議長賞受賞。第 3 回 FUGA 国際音楽コンクール銀賞受賞。
2014 年小澤征爾音楽塾オペラプロジェクトⅫやサイトウキネンフェスティ
バル松本に参加。これまでにヴァイオリンを石橋敦子、石井志都子、藤原浜
雄の各氏に、室内楽を北本秀樹、堤剛、徳永二男、銅銀久弥、三上桂子、山
口裕之の各氏に師事。現在桐朋学園大学音楽学部 3 年在学中。

JT アートホール アフィニス

ご案内

〒 105-8422 東京都港区虎ノ門 2-2-1 JT ビル 2F
Tel. 03-5572-4945 Fax. 03-5572-1457

［電車でお越しの場合］
●虎ノ門駅 東京メトロ銀座線
3 番出口より、外堀通りを溜池山王方面へ直進、徒歩 4 分。
●溜池山王駅 東京メトロ銀座線・南北線
9 番出口より、外堀通りを虎ノ門方面へ直進、徒歩 5 分。
●霞ヶ関駅 東京メトロ日比谷線・千代田線・丸ノ内線
A13 番出口より桜田通りを虎ノ門方面へ直進し、外堀通りを溜池山王方面へ直
進、徒歩 7 分。
［バスでお越しの場合］
●都営バス「都 01 霞ヶ関 3 丁目バス停」より徒歩 3 分。

