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弦楽アンサンブル
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火 18:00開演（17:00開場）
2022.
愛知県芸術劇場コンサートホール
プラチナ￥7,000 S￥6,000 A￥4,000 B￥3,000（全席指定・税込）
ソロ・ヴァイオリン：前橋汀子

コンサートマスター：森下幸路（大阪交響楽団首席ソロコンサートマスター）
1st ヴァイオリン：森岡聡（神戸市室内管弦楽団首席奏者）

2ndヴァイオリン：伝田正秀（新日本フィルハーモニー交響楽団ゲスト・コンサートマスター）

2nd ヴァイオリン：平山慎一郎

ヴィオラ：伴野剛（横浜シンフォニエッタ）
ヴィオラ：小倉萌子

チェロ：門脇大樹（神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席奏者）
チェロ：中西哲人

コントラバス：石川徹（長岡京室内アンサンブル）
チェンバロ：重岡麻衣

弦楽アンサンブル

マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」
より 間奏曲
エルガー：愛の挨拶
ドヴォルザーク：わが母の教え給いし歌
ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 op.72-2
マスネ：タイスの瞑想曲
サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集

『和声と創意の試み』op.8 「四季」

ほか

【主催】

【特別協賛】

【協力】

クラシック名古屋

【お問合せ】テレビ愛知事業部 052-229-6030
（月〜金10時〜17時 但し祝日は除く）
・クラシック名古屋 052-678-5310
（月〜金11時〜16時 但し祝日は除く）
0570-00-5310 https://clanago.com/i-ticket（ネットで席が選べます。クレジット、コンビニ決済可）
チケットぴあ https://t.pia.jp/
（Pコード：205-384） ローソンチケット https://l-tike.com
（Lコード：43851）
プレイガイド
イープラス https://eplus.jp 名鉄ホールチケットセンター 052-561-7755
芸文プレイガイド 052-972-0430 栄プレチケ92 052-953-0777
※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※やむを得ぬ事情により出演者、曲目等変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※ご来場にはマスクの着用をお願いします。
※入場時の検温(37.5度以上入場不可)、手洗い・消毒など感染症対策にご協力をお願いします。 ※発熱や体調不良の場合はご来場をお控えください。
ⓒ篠山紀信

2022年は日本が誇るレジェンド・ヴァイオリニスト前橋汀子の演奏活動60周年を記念するメモリアルな年になります。
本公演では、熟練の演奏家たちで構成される弦楽アンサンブルと共演し、プログラムはヴィヴァルディの
「四季」
をはじめ、
珠玉の名曲を予定しています。新年のこの機会にぜひ、前橋汀子と弦楽アンサンブルによる優雅な演奏をご堪能ください。

前橋 汀子

ⓒ篠山紀信

ヴァイオリン

Teiko MAEHASHI

2017年に演奏活動55周年を迎えた前橋汀子は、日本を代表する国際的ヴァイオリニストとして、その優雅さと
円熟味あふれる演奏で、多くの聴衆を魅了し続けている。これまでにベルリン・フィルを始めとする世界
一流の多くのアーティストとの共演を重ねてきた。近年、小品を中心とした親しみやすいプログラムによる
リサイタルを全国各地で展開。一方、バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティ―タ」全曲演奏
会や、2014年からは原田禎夫（チェロ）
、久保田巧（ヴァイオリン）
、川本嘉子（ヴィオラ）と共に弦楽四重奏の
演奏会を行うなど、室内楽にも意欲的に取り組んでいる。最新CDは自身2度目の録音となる「バッハ：無伴
奏ヴァイオリンのためのソナタ＆パルティータ全集」が2019年8月に発売。著書「私のヴァイオリン 前橋汀子
回想録」が早川書房より、最新刊「ヴァイオリニストの第五楽章」が日本経済新聞出版より2020年11月に出版
されている。
2004年日本芸術院賞、2007年第37回エクソンモービル（現・JXTG音楽賞）音楽賞洋楽部門本賞を受賞。
2011年春に紫綬褒章、2017年春に旭日小綬章を受章。
使用楽器は1736年製作のデル・ジェス・グァルネリウス。

森下 幸路 ヴァイオリン/コンサートマスター
シンシナティ大学特別奨学生としてドロシー・ディレー女史に学び、桐朋学
園卒業。1992年まで安田謙一郎弦楽四重奏団のヴァイオリン奏者を務め、
2000年まで仙台フィルのコンサートマスターとして、
ソリストとしても全国で
リサイタルやギターの福田進一氏との全国ツアーまた「10年シリーズプラス/
森下幸路リサイタル」では多くのファンを魅了し続けている。
大阪交響楽団、浜松フィルコンサートマスター、大阪音大特任教授。

小倉 萌子 ヴィオラ

3才よりヴァイオリンを始める。15才でヴィオラに転向。東京藝術大学器楽科
卒業。
これまでに加宮令一郎、菅沼準二、
川崎和憲、井野邉大輔各氏に
師事。小澤征爾音楽塾オペラプロジェクト、サイトウキネンフェスティバル
子供のための音楽会、及びオペラに参加。サントリーホール室内楽アカ
デミー第1期修了。第12回大阪国際音楽コンクール弦楽器部門Age-G
第3位、
第21回日本クラシック音楽コンクール弦楽器部門一般の部最高位。
モンターニュ弦楽四重奏団ヴィオラ奏者。
ⓒ井村重人

森岡 聡 ヴァイオリン

チェロ
東京芸術大学附属高校を経て、
同大学卒業。第5回ビバホールチェロコン
クール第3位。読売新人演奏会出演。第７４回日本音楽コンクール第3位。
ザルツブルグ＝モーツァルト国際室内楽コンクール第１位。
（ 東京）
ローム
ミュージックファンデーションより奨学金を得て、
レッジョエミリア音楽院、
アム
ステルダム国立音楽院にて研鑽を積む。現在東京音楽大学伴奏科助
手。神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席奏者。

伝田 正秀 ヴァイオリン
武蔵野音楽大学附属高等学校、
ウィーン国立音楽大学、
ウィーン市立音
楽院で、
掛谷洋三、
G.Pichler、
Altenberg Trio Wienの各氏に師事。
全日本学生音楽コンクール全国大会1位ほか、
多くのコンクールに入賞。
帰国後2006年より仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター、
2014年より読売日本交響楽団アシスタントコンサートマスター、
2018年より同
楽団コンサートマスター。昭和音楽大学講師。

中西 哲人

チェロ
東京音楽大学付属高等学校、桐朋学園大学音楽学部を経て、2009年
桐朋学園大学研究科を修了。
チェロを松波恵子氏に師事。第6回大阪国
際音楽コンクール
（アンサンブル部門）第1位、第6回日本アンサンブルコン
クール
（室内楽部門）
優秀演奏者賞を受賞。
2006年、
第29回TIAA全日本
クラッシック音楽コンクール優秀賞を受賞。
日本演奏連盟オーディション
オーケストラ・シリーズにて大阪フィルハーモニー交響楽団と共演。
桐朋学園
室内楽演奏会に出演。
リスト音楽院セミナーにてミクローシュ・ペレーニ氏の
レッスンを受講。現在、
ソロ・オーケストラ・スタジオなので活動中。

平山 慎一郎 ヴァイオリン

石川 徹 コントラバス

都立芸術高校を経て東京藝術大学音楽学部卒業。在学中に安宅賞、
卒
業時に同声会賞を受賞。北ドイツLübeck音楽大学に留学。
日本国内にと
どまらずリサイタル、
オーケストラとの共演、
音楽祭出演など幅広い演奏活動
を行う。
日本各地の主要オーケストラにコンサートマスターとして客演。
現在、
紀尾井ホール室内管弦楽団、
神戸市室内管弦楽団首席奏者。
プロアルテ
ムジケ協力アーティスト。東京藝術大学大学院室内楽科非常勤講師。
公式ホームページ http://moriokasatoshi.com/

門脇 大樹

9歳で渡米、
オレゴン州の小中学校を経てミシガン州のインターローケン
・アーツ
・ア
カデミー
（ヴァイオリン専攻）
卒業。
ニューヨークのマネス音楽大学でサリー・
トーマ
ス女史に師事。
1998年秋に一時帰国し、
小林健次氏
（桐朋学園大学教授）
に
師事。
2001年ミュージック
・マスターズ・コースinかずさ
（MMCK）
より招待を受け
参加。
2004年および2005年スイスのルツェルン音楽祭アカデミー
（音楽監督P.
ブーレーズ）
のオーディションに合格し出演。
2012年から2013年まで東京フィル
ハーモニー交響楽団の契約団員、
首席として浜松フィルハーモニーをつとめる
かたわら、
ゲストコンサートマスターとして大阪交響楽団と共演。
ソリストとしてこれ
までにチェンバー・
フィルハーモニック東京、
フレーリッヒ･ムジーク･オーケストラと共
演。
また、
2010年にピアニスト赤松林太郎氏とデュオを結成。
大阪でリサイタルを
開催し、
好評を博す。
年間複数回共演し、
YouTubeなどにて配信されている。

東京音楽大学卒業。新人演奏会に出演。西独ヴュルツブルグ音楽大学
大学院に留学。2002年ローマ、
ヴァレンティノブッキ国際コンクールファイナ
リスト。
フランクフルト、
アーヘン、
オスナブリュクの市立歌劇場にて研鑽を積む。
コントラバスを渡邊彰考、永島義男、河原泰則、文屋充徳、野田一郎、新
真二の各氏に師事。現在長岡京室内アンサンブルのメンバーや日本の各
オーケストラで客演首席として数々の演奏会・録音に参加。
また後進の指導
やコンクールの審査員も務める。

伴野 剛 ヴィオラ

重岡 麻衣

東京藝術大学音楽学部卒。
これまでにヴィオラを菅沼準二、
店村眞積、
ヴァ
イオリンを井崎郁子、
バロックヴァイオリンを若松夏美の各氏に師事。
同声会
新人演奏会に出演し、
同声会賞を受賞。
東京藝術大学管弦楽研究部
（藝
大フィルハーモニア）
首席奏者、
ＮＨＫ交響楽団契約団員を経て、
現在は横
浜シンフォニエッタ、
菖蒲弦楽三重奏団、
古楽器ではクァルテット
・オチェーア
ノ、
オルケストル・アヴァン＝ギャルドなどのメンバー。
オーケストラ客演首席奏
者、
指揮者、
指導者としても活動しており、
ラ・フォル・ジュルネ
（フランス・ナント
市）
、
アルジェリア国際交響楽音楽祭など各地の音楽祭にも招かれている。

チェンバロ

東京藝術大学チェンバロ専攻卒業。
同大学院フォルテピアノ専攻修了。
ブ
リュッセル王立音楽院フォルテピアノ科修了。
チェンバロ・通奏低音を鈴木
雅明、
フォルテピアノを小島芳子、
小倉貴久子、
ボヤン・ヴォデニチャロフ、
ピート
・クイケンの各氏に師事。
ブルージュ国際古楽コンクール入賞。
チェン
バロ・オルガン・
フォルテピアノによる通奏低音奏者として
「バッハ・コレギウム・
ジャパン」
など国内外のアンサンブルに多数参加。
2008〜13年ベルギー・
アントワープ王立音楽院フォルテピアノ科客員教授。
現在は東京を中心に
ソロ、
アンサンブル等の活動を活発に行うと同時に、
後進の指導にも力を
入れている。

（37.5度以上入場不可）

