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「深ιl海 の底か け感動が湧 芋上が っ7く 7よ うな力強 ι}演 奏、
感銘 t受 けました ノ
」
「 8れ ゼ弦楽四重奏 Yι }え るアンサンプルIC、 久 しぷ り13出 合 った気が します。
」
前回のアンケ ー トIC寄 せ られた、感動のご慮想の一部です。
あの感動 t再 ひ体験 し7く だ†ι}′
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ll歳 よリチェロを始める。桐朋学園女子高等学
校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部を卒業
し、フランス国立ボル ドー音楽院へ留学。高等
科、室内楽科、現代音楽科、研究科を首席で卒
業 し、ボル ドー市栄誉賞を受賞 した。2000年
には第 4回 「若手奏者のためのコンペティショ
ン」 (現 。名古屋国際音楽 コンクール)ソ ロ部
門にて優勝。最優秀者賞、朝日新聞社賞も併せ
て受賞。国立ボル ドーオペ ラ座、ラムルー管弦
楽団と特別契約を結び共演 したほか、現代音楽
グループ「Csdlox TACLOA」 を結成 し、フランス、
スペインを中心に演奏活動を行い、多数のコン
グレスにも参加。現在はアンサンブル・ インス
トゥルメンタル・ ドゥ 。コルス (コ ルシカ)の
首席奏者、2011年 4月 から山形交響楽団の首
席奏者に就任 したほか、長岡京室内アンサンブ
ル、山形チェンバー ミュージシャンズなど、ソ
ロ、室内楽でも幅広 く活躍 している。これまで
に千本博愛、Elenne PECLARDの 各氏に師事。
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置賜文化ホール

遊学館

〒992‑0052山 形県米沢市丸の内一丁目 2番 1号

〒990‑0041山 形 県山形市緑町 一 丁 目 2番 36号

TEL:0238‑26‑2666

丁EL:023‑625‑6411

県営駐車場 (文 翔館隣の立体駐車場)tご 利
用の場合、下記の手続キcよ り最大2時 間ま
7の 駐車料金が無料cな ります。

上杉神社TT
伝国の杜
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京都市立堀川高校音楽科分校を卒業、同校の
卒業演奏会に出演。東京芸術大学音楽学部に入
学。在 学 中、ア メ リカ の Southern Methodist
Universtyに 留学。ヴァイオリンを E.Schmieder、
室内楽を岩崎洸の各氏に師事。芸大復学後、モー
ニングコンサー トに出演 し、芸大 フィルハー
モニアと共演。 また、カルテ ッ トでオース ト
ラ リアのグラーツ、 ドイツのケルンに派遣さ
れる。バイロイ ト青年音楽祭オーケス トラに
て コンサー ト
・ミス トレスをつ とめ る。卒業
時には同声会賞受賞。卒業後は、アンサ ンブ
ル東風、アンサ ンブル・ インタラクテ ィヴ・
トキオのメンバーと してオランダのガウデア
ムスやワルシャワ現代音楽祭、アジア音楽祭
などに招聘される。 これまでヴァイオ リンを
田辺良子、橋本寿子、澤和樹、森悠子の各氏に、
室内楽を松原勝也、岡山潔の各氏に師事。 プ
レシャスカルテ ッ トメンバー。

国立音楽大学付属高等学校を経て東京芸術大
学卒業、同大学院修士課程修 了。在学 中、東
京文化会館新進音楽家デ ビューコンサー トに
出演。 モーニングコンサー トにて芸大 フィル
ハーモニア と共演。卒業時には皇居内の桃華
楽堂新人演奏会にて御前演奏する。宝塚 ベ ガ
音楽 コンクール弦楽器部門入選。倉敷音楽祭、
草津国際音楽祭、富士山麓国際音楽祭、 PAN
MUS:C FESTⅣ AL(韓 国 ヴアチカン音楽祭な
どに出演。現在は ソロ、室 内楽、オ ーケス ト
ラな ど多方面で活躍 している。 ミュージ ック
アカデ ミー東京、講師。アンサ ンブル ofト
ウキ ョウ、アンサ ンブル・ヴィル トゥ、 プ レ
シ ャスカル テ ッ トメ ンバー。ヴィオ ラを市坪
俊彦、菅沼準二、S・ コ回の各氏に師事。

伝国の杜
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東京芸術大学音楽学部付属音楽高等学校卒業。同
大学入学後、パ リヘ留学。パ リ国立音楽院、及び
イヴリー 。ギ トリス氏のもとで学ぶ。ヴァイオ リ
ン、室内楽ともにプルミエ・ プリを得て同音楽院
を卒業。その後もジャン・ジャック・カン トロフ、
ローラン・ ドガレイユのもとで研鑽を積む。モー
ツアルテウム・サマーフェスティヴアルでグラン
プリ、ザルツブルグ州知事賞受賞。ヴィエニアフ
スキ (ジ ュニア)国 際 コンクール、シ ュポア国
際コンクール、リピツァ国際コンクール等で入賞
及び特別賞受賞。ノルマンディー室内楽コンクー
ル第 1位 受賞 (デ ュオ)後 、フランス国内で多数
のコンサー トに出演。帰国後、東京文化会館に於
ける 2度 のリサイタルで好評を博す。東京都交響
楽団とコンチェル トを協演。ラ 。フォル・ジュル
ネ音楽祭、軽井沢八月祭、東京 。春・音楽祭、
NHK― FM名 曲リサイタル、ラジオフランス (仏 )、
ラジオ多摩、フラワーラジオ、RKB毎 日 (テ レビ)
等に出演。現在、ソロ、室内楽、オーケス トラ等
幅広く活動中。東京芸術大学非常勤講師。

￨
至色布

チラシデザイン

無料駐車場
伝国の社隣接駐車場 約 90台
松が岬おまっり広場駐車場 約 350台
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