
研 ぎ澄 まされ た 感 性 、類 稀 な美 音 ! 新 日本 フィル コンサ ートマスター 気 鋭 の イタリア人 ビアニス ト 仙 台 国 際 音 楽 コンクール 2001年 の覇者 :
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19:15開演 (18:45開場)

三 鷹 市 芸 術 文 化 セ ン タ ー 風 の ホ ー Jレ

」R三鷹駅南口4・ 5番バスのりばから3つ 目「八幡前・芸術文化センター」下車すぐ。
または6・ 7番のりばから「八幡前」下車1分。または徒歩約15分。

[全 席 自 由・ 税 込 ]一 般 ¥4,000ペ ア ¥6,000
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ベートーヴェン:ヴ希 リンとビ〃 の為のソナタ第5番 へ長調 作品24「春」
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エネスコ:幼き日の印象作品28
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クオッツォ:ヴアイオリンとピ″ の為のソナタ第2番 (世界初演)
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小杉紗代 :スパイラリング・スパークス(世界初演)
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レスピーギ:ヴァイオリンとビ〃 の為のソナタロ短調
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お問い合わせ コンサートイマジン803‐ 3235‐37771チヶット取扱い|

チケット取扱い htti)://Www.(.OnC(｀ rt.(・ oll)/

主催 :コ ンサートイマジン 後援 :公益財団法人 新日本フィルハーモニー交響楽団

協賛 :仙 台画像検診クリニック /株式会社(lM1/株式会社フォンテック /株式会社エミューズ

協力 :仙 台国際音楽コンクール事務局 /株式会社サンミューズ

三鷹市芸術文化センター 80422-47-5122
チケットびあ 8057()02-9999[Pコ ード:187-8()8]

新日本フイル・チケットボックス 80356103815



PROFILE
プロフィール

西江 辰 郎 (ヴァイオリン)

Tatsuo Nishie,violin

東京都出身。辰巳明子、安永徹、Tibor Varga氏 に師事。桐

朋学園ソリストデュプロマコース修了。2001年弱冠24歳で

仙台フィルのコンサートマスターに就任。Cアルミンク氏に認

められ、05年 4月 より新日本フィルのコンサートマスターを務

める。ソリストとしても新日本フィル、アンサンカレ金沢、チェ

コ室内管弦楽団など国内外のオーケストラと共演。室内楽もセレーノ弦楽四重奏

団、アートマン・トリオなど積極的に取り組み、Gア ンダローロとのイタリアでのリ

サイタルツアーでは、Aクオブツォ氏より「無伴奏ヴァイオリンソナタ」を献呈される。

近年ではチェロのミッシャ・マイスキー氏と共演。08年にはサンサーンスの「サムソ

ンとダリラ」より“P‖ ntemps qui commence"の編曲も手がけた。09年 6月、チュー

リッヒ・Tonha‖ eで アールガウ交響楽団の公演にソリストとして招かれ、Neue

Zurcher Zetung紙 でも賞賛された。2010年にはマレーシアフィルにゲスト・コン

サートマスターとして招かれる。録音も多数。2013年新譜のリリースも予定している。

http://homepage 3 nifty com/nishie‐ tatsuo/

ジュゼッペ・アンダローロ(ビアノ)

Giuseppe Andaloro,piano

1982年イタリアのフヾレルモ生まれ。ブゾーニ、ロンドン、

仙台各国際コンクール優勝。Sフィオレンティーノ、Vパ

ルツァーニの元で学よ 2000年 ミラノのヴェルディ音

楽院を最高の成績で卒業。これまでに、ザルツプルク

祝祭大劇場、ウィーン楽友協会、モーツァルテウム、口

イヤル・フェスティバルホール(ロ ンドン)、 サル・ガヴォー (パリ)、 すみだトリ

フォニーホール、カザルスホール、音楽公園オーディトリアム(ロ ーマ)等に出

演。その他、ニューヨーク、ブエノス・アイレス、メキシコ・シティ、ミュンヘ

ン、トロント、プラハ、テル・アヴィヴ、ポルト、大阪、札幌、仙台など、世

界中で演奏。また、数多くの音楽祭に招かれ、ザルツブルク音楽祭、国際

音楽祭ヤング・プラハ、ドゥシュニキ。ズドルィ国際ショバン音楽祭等に出演。

精力的に展開するソロ活動の他、世界の名だたるオーケストラや、アンサン

ブルのツアーに参加している。05年イタリア文化庁より芸術勲章を受章。

http://www giuseppeandaloro com/
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デュオ・リサイタル DVD‐V:DE0

モーツァルト:ヴァイオリンとビアンのためのソナタ変口長口 К454

プロコフィエフ:ヴアイオリンとビアノのためのソナタ第2番 二長口 op 94a

フランク:ヴアイオリンとビアノのためのソナタイ長ロ

レンコ ′ロフアリャ(●曲クライスラー):スベイン舞曲

t特奥崚彙〕フオトア′り ムヽ

2006年 10月 19日 ニロ市芸術文化センター日のホールライヴ録青※

日、コンサート会場にて販売中 :

デュオ・リサイタル2 cD

フランク:

ヴアイオリンとビア′のためのソナタイ長ロ

フロコフィエフ:

ヴアイオリン・ソナタ第2番 二長口 Op 94Ы s

クライスラー:美 しきロスマリン

フアリャ(ク ライスラー●)スベイン

"曲※同日ライヴ録音

デ ュオ リサ r9Jレ cD FOCD9236¥2300崚込)

2003年 9月 2.3日 仙台市青年文化センター ライヴ饉書

ァュオ・リサイタル3B:u_6peC CD圏
カプースチン:ヴアイオリン・ソナタop 70

クライスラー:美しきロスマリンOp 554
クライスラー:道化役者

クライスラー:愛の悲しみ

チャイコフスキー:なつかしき土地の想い出op 42

ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ (1927,

2008年 9月 2,3日 仙台市青年文化センター
ライヴ燎書

M配託 フル

検診メニュー・料金のご案内

がんの早期発見を実現するPET検診
PET/CT、 MRIを用いた複合画像検診により苦痛を伴わず短時間で全身

Xを
総合的に

診断することが可能です。PET/CT検 査、人間ドックがセットになったコース、がん発見

に特化したコース、総合検診コースから受診目的に合わせてお選びいただけます。

PET/CT検査

PET/CT人間ドック

PET/CTがん検診

PET/CToMRI健診

プレミアムコース 1

(当 日結果説明つき)

/L/ミアムコース2
(免疫力判定検査つき)

75,600円

84,000円

94,500円

141,750円

189,000円

189,000円

52,500円

※下肢を除く

回 MRI人間ドック

※その他オブシヨン検査もご用意 しています。

詳 しくはネットかフリーダイヤルで

※料金は税込みの金額です。

研究・医療′ヽックアップ  テキサスMDアンダーソンがんセンター

・東北大学サイクロトロンRlセ ンター
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