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奏曲集」全3巻発刊記念

一る

ハ
ｗ
琲
増

ｏ

ピ〃 変奏曲
顕t加藤 協子、柴田 菊子、

鷲宮 美幸
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美幸

19100開演 (18:30開場)

「 IH● F命井I顕 [ 加藤 協子 柴田 菊子 垂野 鮎子

潔 71用
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‐
「i書き塔の中に,'るとき」|による変秦曲、DF 199(第 1巻 )

今井、顕 ‐       |
「6曲のオーストリア民謡」による

易しい変奏曲 作品 蜆 より (第1巻)

加藤 協子
スウェーデン民謡:

「そして小さなカリンは若い王様の宮廷に仕えた」による

変奏曲、Op.91(第 3巻 )

柴田 菊子

ノルウェー民謡 :

「こんにちは、コートをまとつたラスムス・ヤンセンさ月 による

変奏曲、OpJ5(第 1巻)

垂野 鮎子              
°

ウェーバー作曲:

『魔弾の射手』より狩人の合唱          ・

「世の中には、狩ほど楽しいものはなし」の主題による・

変奏曲、Op.49‐ 3(第 2巻)

鷲宮 美幸

ウェーバー作曲:

『オイリアン刊 より「五月は新鮮なバラを咲かせる」の

主題による変奏曲、Op.62‐l(第 3巻)

※五十音順、当日の演奏順は未定



PrOfile

浅 野 麻 耶 OFKS会員 1399)

4歳よリピアノを始める。1999年国立音楽大学ピアノ科を卒業。2002年 昭和音

楽大学大学院ピアノ専攻修Lピ アノを小笠原京子、新井伶依子、古代公子、拝

田正機、浅川豊夫の各氏に師事。2003年 バンチョ・ヴラディゲロフ国際ピアノコ

ンクールセミファイナリスト(ブルガリア)。 2004～ 2007年 昭和音楽大学附属バ

レエ教室にてバレエピアニスト。2007～ 2011年パリ・エコールノルマル音楽院に

留学。ピアノをVメルキ、室内楽をGマルティニーの各氏に師事。ピアノ教授課

程ディプロム、室内楽高等ディプロムを審査員満場一致にて取得。

現在、一般社団法人ヨーロッパ芸術文化振興協会特別会員ピアニスト。

今 井 轟:(:FKS会 員 :183)

私立武蔵高校在籍中にそれまでの進路を突然変更して渡欧、クラシック音楽界に

おける世界有数の名門大学のひとつ、ウィーン国立音楽大学に16歳で入学。8年

間の課程をわずか3年で修了し、早くも19歳の時に最優秀の成績で卒業。数々

の国際コンクールで頭角をあらわし、コンサートピアニストとして国際的な活動を

開始。その後ウィーン国立音楽大学ピアノ専攻科における日本人初Q指導者として

抜擢され、数多くのビアニストを育成。通算 24年にもおよぶヨーロッパ滞在中の

音楽分野における業績と尽力とに対し、オーストリア政府より名誉教授の終身称号

を授与されている。

楽譜、書籍などの出版物も数多く、国際コンクールの審査員として招聘されるなど、

日本の誇る国際派ピアニストとして内外で高い評価を受けている。

加藤 協子 oFKS会員:380
3歳よリピアノを始める。東京都立芸術高校音楽科、東京芸術大学音楽学部器

楽科 (ピアノ)卒業同大学院修孔 三沢庸子氏と2台ピアノコンサート「HarmOny

Mix」 を複数回開催。2002年第 3回日本アンサンブルコンクールにて、ヴァイオ

リン・ヴィオラの山田圭子氏と共に、特別賞の池田賞受賞。山田氏と「Duo音の

風 Concert」 として活動中。さらに2010年「日本アンサンブルコンクール10周年

記念フェスティバルコンサート」、2013年「第 5回フェスティバノ呵 (横浜みなとみ

らい小ホール)に出演。元、上野学園大学短期大学部音楽科講師。これまξ 古

泉元子氏、安倍和子氏、成田ゑみ氏、故谷康子氏、日辺緑氏に師事。

FAX申込書 (03‐3944‐8838)

柴田 菊子 oFKS会員:201)

5才よリビアノを始め、小津恒子氏、井口基成氏、松岡貞子氏、金澤桂子氏に師事。

国立音楽大学楽理科にて「ハイニヘンによる通奏低音伴奏法」を専攻。大久保靖

子氏に師事。第5回以降の石原利矩フルートリサイタルの伴奏をつとめる等、室

内楽や合唱の伴奏に活躍している。2000年 3月、lFKS主催のオペラ「ルル」コ

ンサート形式演奏会及び2005年 6月東京文化会館に於て再演世界初オペラ「ル

ル」のコレベティートルを務めた。

垂野 鮎子 oFKS会員:350
福岡女学院高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業。第 54回 全

日本音楽コンクール第2位。第 18回日本ピアノ教育連盟オーディション奨励賞受

賞、及び全国大会出場。第8回鳥栖ピアノコンクール第1位。第 56回全日本音楽

コンクール入選。第7回ショバン国際ピアノコンクール h ASIAアジア大会にて銅

賞、及び審査員特別賞受賞。

これまでにピアノを渕上靖子、野沢優子、弘中孝、加藤伸佳、二宮裕子の各氏に

師事。室内楽を三上桂子、森永桂一、藤井一興、三瀬和朗の各氏に師事。現在、

ソロや室内楽、Angeメ ンバーとして演奏活動、後進の指導にあたつている。

鷲宮 美幸 oFKS会員:310

7歳よリピアノ、作曲、バイオリンを始める。桐朋学園附属子供のための音楽教室、

桐朋女子高等学校を経て、桐朋学園大学ピアノ卒業。在学中、パリに留学。

第 66回日本音楽コンクール入選。UFAM国際コンクール・室内楽部門第 2位、

日本室内楽コンクール第 3位、国際ピアノデュオ・コンクール 2台 4手部門第 2位

(日 本人最高位)な ど、コンクTル入賞多数♀       |   .:
現在各地の音楽祭での公式ピアニスト、オ=ケストラ公演のソリスト、室:内 楽奏者、

桐朋学園大学嘱託演奏員などt・国内外で活躍中:‐
|こ れまでにビテノを寺西日吾子、
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公演名

ク…ラウ協会 (7/18)

フリガナ

氏名

席数

@席 E‐mall

※できるだけメールアドレスをお書きください
会場地図

無   巣鴨地蔵―
:憂

剛 漑[穐

FAX.※任意

↑千石
絆
鵬

TEL.※任意

住所〒 ( )※任意

R線・都営三田線「巣鴨」駅:南口徒歩1分

(宮田ビル3F)

主催 :―般社団法人全日本ピアノ指導者協会 (ピティナ)後 援 :一般社団法人日本クラシック音楽事業協会


