日本ブラームス協会（JBS since 1973） 例会 No.144 若手演奏家支援シリーズ
＜旧前田侯爵邸サロンコンサート(5)＞
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湖畔のﾌﾞﾗｰﾑｽ(3)
Brahms am See(3)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■プレトーク ／ トゥーン湖畔のブラームス
開演1:00pm
●シューベルト／ ピアノ三重奏曲 第２番 変ホ長調 D.929
(50min)
Vn 土岐祐奈 (2014 日本音楽ｺﾝｸｰﾙ 2 位、桐朋学園大学 3 年)
Vc 笹沼 樹 (2014 日本音楽ｺﾝｸｰﾙ入選、桐朋学園大学 SD、学習院大学 3 年)
P 西原瑠一 (2014 日本音楽ｺﾝｸｰﾙ 3 位 桐朋学園大学 3 年)
-----------------休憩--------------

●ブラームス ／ チェロソナタ 第２番 ヘ長調
Vc 笹沼 樹

(15min)

Op.99

(30min)

P 山西 遼 (2012 ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸ=ﾓｰﾂｧﾙﾄ国際室内楽ｺﾝｸｰﾙﾕｰｽ部門 1 位
桐朋学園大学 3 年)

●ブラームス ／ ヴァイオリンソナタ 第２番 イ長調

Op.100

(25min)

Vn 山本はづき (JBS 会員 群馬交響楽団 第 2 ヴァイオリン首席)
P 奥田有紀美 (2014 ﾙｰﾏﾆｱ国際音楽ｺﾝｸｰﾙ 3 位 桐朋学園大学 4 年)

プレトークと監修 西原稔 (JBS 顧問 桐朋学園大学教授)
終演3:30pm
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

土岐祐奈

笹沼樹

西原瑠一

山西遼

山本はづき

奥田有紀美

西原稔

2015 年 10 月 11 日（日）1ｐｍ
駒場公園内

目黒区駒場 ４－３－５５

旧前田侯爵邸洋館 1F サロン

全自由席 一般\4500 学生\2500 ９０席
京王井の頭線駒場東大前駅西口下車。駒場小の角を右折して住宅街を約 250m 進み公園東門より入る。和館を左手に見て
進み、洋館角を左折して正面(写真)より入る。文化財保護のため設備スリッパでご入館頂きます。洋館は関東大震災
の６年後の１９２９年に竣工したチューダー様式の強固な鉄筋構造で、当時東洋一の邸宅と称せられていました。
館内見学ができます。１Ｆには喫茶コーナーがあります。駒場公園閉門が４ｐｍのため、開演が早くなっております。

■後援
■お問合せ
■HP
■E ﾒｰﾙ

ハンブルク国際ブラーム協会､ 米国ブラームス協会
日本ブラームス協会 Tel/Fax 03-3990-0611
http://japan-brahms-society.org
jbs1973@jcom.home.ne.jp

プロフィール

●Ｖｎ

150819

土岐 祐奈 (とき ゆうな)

第 6 回ノヴォシビルスク国際ヴァイオリンコンクールジュニア部門第 1 位及び新曲賞受賞。第 20 回ニューヨーク SMF コンチェルトコンペティ
ションジュニア部門第 1 位。第 12 回リピンスキ・ヴィエニアフスキ青少年国際ヴァイオリンコンクールシニア部門第 1 位。東京都知事賞受
賞。第 82 回日本音楽コンクール第 3 位。第 83 回同コンクール第 2 位。これまでに大阪フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団等と共演の他、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」出演。これまでにアンナ・スタルノフスカヤ、鈴木亜久里、室内楽を山崎伸子、
藤井一興、堤剛各氏等に師事。桐朋学園室内楽演奏会、プロジェクト Q 第 11 章、第 12 章等に出演。現在、桐朋学園大学音楽学部 3 年在学中
(特待生)、辰巳明子氏に師事。ヤマハ音楽奨学支援奨学生。使用楽器は、財団法人 ITOH より貸与されたストラディヴァリウス「ハンマー」

●Ｖｃ 笹沼 樹 (ささぬま たつき)
第 65 回全日本学生音楽コンクールチェロ部門高校の部第 1 位及び日本放送協会賞受賞。第 10 回ビバホールチェロコンクール入賞及び聴衆賞受
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。第 12 回東京音楽コンクール弦楽部門第 2 位。第 83 回日本音楽コンクール
チェロ部門入選。現在チェロアンサンブル・サイトウ奨学金を受け桐朋学園大学ソリストディプロマコース在籍中、並びに学習院大学文学部独
文科 3 年在学中。これまでにチェロを、ヴァーツラフ・アダミーラ、古川展生の各氏に、現在堤剛氏に師事。

●Ｐｆ 西原 瑠一(にしはら るい)
2011 年,第 15 回日本モーツァルト音楽コンクール第 3 位。第 2 回桐朋ピアノコンペティション第 2 位。2013 年,カワイ表参道サロンでソロリサ
イタル を開催。第 1 回桐朋ピアノコンチェルトコンペティション第 1 位。2014 年,水戸にて桐朋学園オーケストラ演奏会にピアノ協奏曲のソリ
ストとして出演。第 2 回メンデルスゾーン国際ピアノアカデミー(ドイツ・ライプツィヒ)にメンデルスゾーンスカラシップとして参加。第 83 回
日本音楽コンクール第 3 位。これ までに東京フィルハーモニー交響楽団、桐朋学園オーケストラと共演。2013 年度,2014 年度公益財団法人青山
財団奨学生。桐朋学園音楽部門同窓会より 奨学金を授与される。現在、桐朋学園大学音楽学部 3 年在学中。野島稔氏に師事。

●Ｐｆ 山西 遼(やまにし りょう)
第 65 回全日本学生音楽コンクール高校の部 全国大会第 2 位併せて横浜市民賞(聴衆賞)。第 15 回ショパン国際コンクール in ASIA 高校生部門
アジア大会銀賞。第 5 回野島稔・よこすかピアノコンクール本選入選。第 5 回桐朋ピアノ・コンペティション第 1 位。2012 ザルツブルク＝モ
ーツァルト国際室内楽コンクールユース部門第 1 位、同コンクール 2014 一般部門特別賞。第 9 回 セシリア国際音楽コンクール 弦・室内楽部
門 室内楽の部 第 2 位（第 1 位なし）
。これまでにピアノを、北川倫代、下田幸二、高橋多佳子の各氏に、ソルフェージュを大田桜子氏に、室
内楽を北本秀樹、藤井一興、鈴木康浩、村上弦一郎の各氏に師事。現在、桐朋学園大学音楽学部 3 年在学。

●Ｐｆ 奥田 有紀美(おくだ ゆきみ)
京都府出身。桐朋学園大学 4 年在学中。第 12 回日本演奏家コンクール高校生部門第 1 位。第 10 回ノーヴィ国際音楽コンクール高校生部門金賞。
2014 年ヨーロッパサマーアカデミー(ドイツ)受講、ファイナルコンサート出演。第 5 回桐朋ピアノコンペティション第 3 位。第 10 回ルーマニ
ア国際音楽コンクールピアノ部門第 3 位。第 3 回桐朋ピアノコンチェルト・コンペティション第 2 位。2014 年 1 月東京にてソロリサイタルを開
催。梅津学長推薦によるランチタイムコンサート、Students'Concert、第 87 回室内楽演奏会、第 243 回日本財団ランチタイムコンサート、ヤマ
ハ銀座サロンコンサートシリーズ vol.5 等出演。ミハイル・ヴォスクレセンスキー、ミッシェル・ベロフ、ジャック・ルヴィエ、練木繁夫、チ
ュンモ・カン、ベルント・ゲツケ、クレール・デゼール各氏のレッスンを受講。これまでに馬場和世、本村久子、室内楽を加藤知子、藤井一興、
徳永二男の各氏に、現在は竹内啓子、仲道郁代の各氏に師事。P.ドゥヴァイヨン、村田理夏子各氏にも指導を受ける。作曲を森山智宏氏に師事。

●Ｖｎ 山本 はづき（やまもと はづき） ＪＢＳ会員
第５９回日本音楽コンクール第２位、松下賞受賞。桐朋学園女子高等学校音楽科卒業後、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコースを経て、英
国王立音楽院大学院を首席で修了。留学の際、安田生命クオリティオブライフ文化財団の助成金を得る。在学中、故久保田良作、久保良治、ジ
ョルジュ・パウクの各氏に師事。故シモン・ゴールドベルグ氏、故アイザック・スターン氏のマスタークラスを受ける。桐朋学園オーケストラ
のメンバーとして、カーネギーホール１００年祭、フランスのエヴィアン音楽祭に参加。フランス南西部演奏旅行では、ソリストとして桐朋オ
ーケストラと協演。 紀尾井シンフォニエッタ東京のメンバーとして、２０００年の欧州公演(オランダ、オーストリア) 、２００５年のドレス
デン音楽祭に出演。帰国リサイタル、文化庁助成によるリサイタル、奏楽堂バロック・シリーズ、各地の音楽祭に出演等、ソロ、室内楽活動を
行っている。 現在、群馬交響楽団第２ヴァイオリン首席奏者。ＪＢＳでは 2001 年 No117 例会より室内楽を中心とした例会に数多く出演。

●解説 西原 稔（にしはら みのる）

ＪＢＳ顧問

東京芸術大学同大学院音楽研究科博士課程満期退学。現在桐朋学園大学教授。１９世紀音楽と音楽社会史を専門とする。著書は「音楽の社会史」
(音楽之友社)、「聖なるイメージの音楽」(音楽之友社)、「ピアノの誕生」(講談社)、「＜楽聖＞ベートーヴェンの誕生」(平凡社)、「音楽史ほ
んとうの話」(音楽の友社）、「ブラームス」（音楽の友社）。その他翻訳、監修など。ブラームス研究と並んで、シューマンのピアノ作品の成
立史の研究成果が「シューマン 全ピアノ作品の研究」上下として 2013 年音楽之友社より出版され、2014 年第 26 回ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ音楽賞をｸ
ﾗｼｯｸの研究･評論部門で受賞する。日本ブラームス協会（ＪＢＳ）では顧問として企画運営のアドバイスをするとともに「レクチャー＆コンサー
ト」を担当して、その成果を年会誌『赤いはりねずみ』に発表している。

若手演奏家の活躍

2015 年 9 月～11 月

●土岐祐奈 10/14(水)7pm ヤマハホール ﾌﾞﾗｰﾑｽ/Vn ｿﾅﾀ 1 番「雨の歌」 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ/Vn ｿﾅﾀ 3 番ほか P 三又暎子
●笹沼 樹 10/20(火)1:30pm サントリーホール(小) ｴﾙｶﾞｰ/愛のあいさつ、ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ/Vc ｿﾅﾀより他 P 山西遼 ほか
●西原瑠一 10/ 2(金)7pm ｶﾜｲ表参道ﾊﾟｳｾﾞ ﾘｽﾄ/超絶技巧練習曲集より ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ/P ｿﾅﾀ 8 番「戦争ｿﾅﾀ」ほか
●山西 遼 11/18(水)7pm ｶﾜｲ表参道ﾊﾟｳｾﾞ ｼｭｰﾏﾝ/ｱﾗﾍﾞｽｸ ｼｮﾊﾟﾝ/ﾉｸﾀｰﾝ 13 番 ﾌﾞﾗｰﾑｽ/P ｿﾅﾀ 1 番ほか
●奥田有紀美 9/2(水)7pm ｶﾜｲ表参道ﾊﾟｳｾﾞ 奥田有紀美・木下千鶴 ｼﾞｮｲﾝﾄﾘｻｲﾀﾙ ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ/P ｿﾅﾀ 13 番ほか
企画･制作 ＪＢＳ 日本ブラームス協会 (顧問／西原、会長／羽木、幹事／佐藤、重成、杉田、山田)

