
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【主主催催・・おお問問合合せせ・・おお申申込込みみ】】カカノノーーロロムムーージジカカ  ００４４２２--４４３３００--２２７７４４８８  cc aa nn oo rr oo mm uu ss ii cc aa @@ gg mm aa ii ll .. cc oo mm   
【【ププレレイイガガイイドド】】カカンンフフェェテティィ  hhttttpp::////ccoonnffeettttii--wweebb..ccoomm    ００１１２２００--２２４４００--５５４４００  

【【後後援援・・協協賛賛】】日日本本アアレレンンススキキーー協協会会 //国国際際ピピアアノノデデュュオオ協協会会 //日日本本・・ロロシシアア音音楽楽家家協協会会 //カカロロロローーザザ   

  

ププロロググララムム   

AA..アアレレンンススキキーー：：ピピアアノノ三三重重奏奏曲曲   第第 11 番番   ニニ短短調調   作作品品 3322  

SS..ララフフママニニノノフフ：：ピピアアノノ三三重重奏奏曲曲   第第 11 番番   トト短短調調   悲悲ししみみのの三三重重奏奏曲曲   

ヴヴォォカカリリーーズズ   ピピアアノノ三三重重奏奏版版 ((JJ..ココ ニニ ュュ スス 編編 ))  

JJ..SS..ババッッハハ：： GG 線線上上ののアアリリアア ((FFCC ミミ ュュ ーー ジジ ッッ クク 編編 ))    

RR..シシュューーママンン：：歌歌曲曲集集ミミルルテテのの花花   作作品品 2255 よよりり   献献呈呈   ((石石 澤澤 直直 子子 編編 ))  

LL..VV..ベベーートトーーヴヴェェンン：：交交響響曲曲   第第９９番番   ニニ短短調調   作作品品 112255  合合唱唱付付   「「歓歓喜喜にによよせせてて」」   

第第４４楽楽章章 ((平平 林林 明明 子子 編編 ))  
  

ほほ かか   
                                                                                            ※曲目が変更になる場合がございます  

 

２２２０００２２２２２２年年年１１１１１１月月月２２２６６６日日日(((土土土)))   代代代官官官山山山教教教会会会   チチチャャャーーーチチチホホホーーールルル   

２２２０００２２２２２２年年年１１１１１１月月月２２２６６６日日日(((土土土)))   代代代官官官山山山教教教会会会   チチチャャャーーーチチチホホホーーールルル   

１１１５５５：：：００００００開開開演演演   (((１１１４４４：：：３３３０００開開開場場場)))      チチチケケケッッットトト３３３０００００００００円円円(((全全全席席席自自自由由由・・・税税税込込込)))   

 

   

 

 

 

 

 

      

   

 



  

http://xn--eck9awc8ju50xbqo.jp/design/ 

 

 

 

 

  

   
音音 楽楽 家家 、、芸芸 術術 家家 でで ああ っっ たた 百百 瀬瀬   喬喬 先先 生生 、、土土 濃濃 塚塚   仁仁 昭昭 先先 生生 へへ 追追 悼悼 のの 意意 をを 込込 めめ 、、ここ のの 演演 奏奏 会会 にに おお いい てて

旧旧 友友 のの おお 二二 人人 とと のの 告告 別別 のの 時時 間間 をを 設設 けけ たた いい とと 思思 いい まま すす 。。   

音音 楽楽 史史 にに おお いい てて 、、偉偉 大大 なな 音音 楽楽 家家 のの 故故 人人 へへ のの 追追 悼悼 曲曲 とと しし てて 書書 かか れれ るる ここ とと がが 慣慣 例例 化化 しし てて いい たた ピピ アア ノノ

三三 重重 奏奏 曲曲 。。 今今 回回 はは アア レレ ンン スス キキ ーー とと ララ フフ ママ ニニ ノノ フフ がが 追追 悼悼 のの 想想 いい をを ここ めめ てて 作作 曲曲 しし たた ピピ アア ノノ 三三 重重 奏奏 曲曲   

第第 11 番番 をを 選選 曲曲 。。そそ のの 他他 にに 、、百百 瀬瀬 先先 生生 、、 土土 濃濃 塚塚 先先 生生 のの 愛愛 しし たた ババ ッッ ハハ 、、ベベ ーー トト ーー ヴヴ ェェ ンン 、、 シシ ュュ ーー ママ ンン

のの 名名 曲曲 をを 選選 曲曲 しし まま しし たた 。。   

百百 瀬瀬 先先 生生 、、 土土 濃濃 塚塚 先先 生生 はは 音音 楽楽 、、 芸芸 術術 、、 自自 然然 、、 ベベ ーー トト ーー ヴヴ ェェ ンン をを 深深 くく 愛愛 しし たた 先先 生生 でで しし たた 。。「「 音音 楽楽

家家 でで ああ るる なな らら ばば 、、空空 とと 自自 然然 にに 目目 をを 向向 けけ なな ささ いい 」」、、「「 高高 くく 、、深深 くく 、、広広 くく ピピ アア ノノ のの 世世 界界 をを 」」 とと 静静 かか にに ごご

指指 示示 くく だだ ささ いい まま しし たた 事事 、、おお 二二 人人 のの 先先 生生 のの 金金 言言 をを 胸胸 にに 刻刻 みみ 演演 奏奏 しし たた いい とと 思思 いい まま すす 。。ごご 冥冥 福福 をを おお 祈祈 りり

申申 しし 上上 げげ まま すす 。。   

 

  

東東京京都都出出身身。。日日本本大大学学芸芸術術学学部部音音楽楽学学

科科ピピアアノノココーースス卒卒業業。。読読売売新新聞聞社社主主催催

第第 6688 回回読読売売新新人人演演奏奏会会出出演演。。第第 88

回回““万万里里のの長長城城杯杯””国国際際音音楽楽ココンンクク

ーールル優優秀秀賞賞受受賞賞。。第第 55 回回全全日日本本芸芸術術

ココンンククーールルピピアアノノ部部門門奨奨励励賞賞受受賞賞。。     

22000011,,0022,,0044 年年、、ウウィィーーンン国国際際音音楽楽セセミミ

ナナーーママススタターーククララスス修修了了。。 0044,,0099 年年、、

ロロシシアア大大使使館館ににてて「「日日露露友友好好のの会会」」ココ

ンンササーートト出出演演。。そそのの他他、、東東京京芸芸術術劇劇場場、、

ベベーーゼゼンンドドルルフファァーーホホーールル ((ウウィィーーンン))、、

ママトトリリーーチチェェ教教会会 ((イイタタリリアア))ななどどでで、、

多多数数出出演演しし演演奏奏活活動動をを広広げげてていいるる。。   

1166,,1188 年年「「石石澤澤直直子子ピピアアノノ講講座座シシリリーー

ズズ」」公公演演でではは、、独独創創的的でで多多彩彩なな企企画画をを

展展開開しし、、イインンタタビビュューー記記事事がが音音楽楽現現代代

((1188 年年 55 月月号号))にに掲掲載載、、ムムジジカカノノーーヴヴァァ

((1188年年 88 月月号号))演演奏奏会会批批評評でで好好評評をを得得たた。。  

2211 年年、、研研究究論論文文「「ロロシシアア音音楽楽史史ににおおけけ

るるピピアアノノ三三重重奏奏作作品品研研究究～～深深いい悲悲哀哀かか

らら衝衝きき動動かかさされれるる音音楽楽作作品品～～」」をを発発表表。。  

  

 

石石澤澤   直直子子   ピピアアノノ  

 

 

 

Naoko Ishizawa， Piano 

 

 

 

代代 官官山山教教会会   チチャャーーチチ ホホーールル   
東東 急急 東東 横横 線線   代代 官官 山山 駅駅   徒徒 歩歩 ５５ 分分                                           

  
  

〒〒115500--00003344  東東 京京 都都 渋渋 谷谷 区区 代代 官官 山山 町町 11 44 -- 33   

TT EE LL ::  00 33 -- 66 44 55 55 -- 33 99 77 77   
  

ププロロフフィィーールル  

 

 

 

アアククセセスス  

 

 

大大岩岩   直直季季   チチェェロロ  

 

 

 

Naoki Oiwa，Violoncello 

 

 

 

   

椿椿   太太 陽陽   ヴヴァァイイオオリリンン 

 

 

 

Taiyo Tubaki，Violin 

 

 

 

  

音音 楽楽雑雑誌誌 「「ムム ジジカカノノ ーーヴヴァァ 」」４４月月号号   演演奏奏会会 批批評評 よよりり     

ララ フフ ママ ニニ ノノ フフ のの ピピ アア ノノ 三三 重重 奏奏 曲曲 第第 一一 番番 「「 悲悲 しし みみ のの 三三 重重 奏奏 曲曲 」」

とと アア レレ ンン スス キキ ーー のの 同同 第第 一一 番番 はは 、、師師 弟弟 関関 係係 にに ああ るる 二二 人人 のの 作作 品品 のの

相相 違違 点点 、、類類 似似 点点 そそ れれ ぞぞ れれ をを 明明 らら かか にに しし たた 興興 味味 深深 いい 演演 奏奏 でで ああ っっ

たた 。。ピピ アア ノノ のの 石石 澤澤 直直 子子 はは アア レレ ンン スス キキ ーー のの 憂憂 いい をを 帯帯 びび たた 旋旋 律律 やや

パパ ッッ シシ ョョ ンン をを よよ くく 表表 現現 、、チチ ェェ ロロ のの 大大 岩岩 直直 季季 はは 雄雄 大大 なな 旋旋 律律 をを たた

っっ ぷぷ りり とと 歌歌 いい 、、ヴヴ ァァ イイ オオ リリ ンン のの 椿椿 太太 陽陽 がが 光光 明明 をを 射射 すす よよ うう なな 美美

しし いい 音音 色色 でで 印印 象象 的的 でで ああ っっ たた 。。 アア レレ ンン スス キキ ーー のの ‘‘ 天天 国国 のの 音音 楽楽 ’’

のの 部部 分分 はは とと てて もも 美美 しし くく 、、百百 瀬瀬 喬喬 氏氏 がが きき っっ とと 微微 笑笑 んん でで 聴聴 きき 入入 っっ

てて いい たた ここ とと でで ああ ろろ うう 。。   
22002211年年 1111月月 2233日日  音音降降りりそそそそぐぐ武武蔵蔵ホホーールル  

野野平平多多美美氏氏批批評評  

  

22 歳歳よよりりヴヴァァイイオオリリンンをを始始めめるる。。第第 1177

回回高高文文連連ソソロロ・・ココンンテテスストトににおおいいてて最最

優優秀秀音音楽楽賞賞（（全全 44 部部門門総総合合 11 位位））受受賞賞。。

第第 1100 回回““万万里里のの長長城城杯杯””国国際際音音楽楽ココ

ンンククーールル第第 11 位位。。併併せせてて、、中中国国駐駐大大阪阪

総総領領事事賞賞受受賞賞。。   

特特待待生生でで昭昭和和音音楽楽大大学学器器楽楽学学科科演演奏奏

家家ココーースス卒卒業業。。活活発発なな演演奏奏活活動動をを行行いい

ななががらら、、後後進進のの指指導導ににももああたたりり、、数数多多

くくののココンンククーールルにに審審査査員員ととししてて招招聘聘

さされれてていいるる。。フファァイイナナルルフファァンンタタジジーー   

レレココーードドキキーーパパーーののササンントトララ収収録録、、アア

イイドドルルググルルーーププ CCaannddyy  BBooyy ののササポポーートト

メメンンババーーななどど、、近近年年ははククララシシッッククににとと

どどままららずず幅幅広広いいジジャャンンルルでで活活躍躍。。作作曲曲

家家ととししててもも活活動動しし、、自自身身がが作作曲曲・・演演奏奏

ししたたＣＣＤＤががリリリリーーススさされれるる。。   

ここれれままででにに、、ヴヴァァイイオオリリンンをを河河村村百百合合

子子、、小小林林美美恵恵、、ジジェェララーールル・・ププーーレレのの

各各氏氏にに、、ピピアアノノをを花花田田直直美美、、金金子子勝勝子子、、

上上野野裕裕規規子子のの各各氏氏にに師師事事。。   

東東京京音音楽楽大大学学器器楽楽科科卒卒業業。。仙仙台台出出身身。。

フフリリーーラランンススののチチェェリリスストト。。  

ソソロロ活活動動のの他他、、三三重重奏奏、、四四重重奏奏をを中中心心

ととししたた室室内内楽楽やや、、国国内内外外ののオオーーケケスストト

ララ、、オオペペララのの客客演演主主席席奏奏者者ななどどのの活活動動

をを、、東東京京をを中中心心ととししてて日日本本各各地地でで展展開開

中中。。ままたた、、邦邦人人アアーーテティィスストトののササポポーー

トトメメンンババーーととししてて演演奏奏。。ミミュューージジカカルル

出出演演、、ススタタジジオオ録録音音、、ドドララママ出出演演、、映映

画画出出演演ななどど、、幅幅広広くく演演奏奏活活動動をを行行っってて

いいるる。。     

ここれれままででにに、、チチェェロロをを石石井井忠忠彦彦、、間間瀬瀬

利利雄雄、、金金木木博博幸幸、、勝勝田田聡聡一一、、ユユリリウウスス・・

ベベルルガガーーのの各各氏氏にに師師事事。。   

ルルロロッットトオオーーケケスストトララメメンンババーー。。東東京京

室室内内管管弦弦楽楽団団団団員員。。   

ピピアアノノカカルルテテッットト   「「 TTEETTRRAA  UUNNIISSOONN」」

メメンンババーー。。   

ココニニカカミミノノルルタタププララネネタタリリアア   TTOOKKYYOO

「「 LLIIVVEE  iinn  tthhee  DDAARRKK  --CCLLAASSSSIICC--」」にに、、

カカルルテテッットト『『ああめめののししたた』』ととししてて出出演演中中。。  


