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偉大な芸術家への追悼のために書かれた、アレンスキーのビアノトリオ。

「ロシアのプラームス」と言われたタネーエフの代表作、ピアノ五重奏。

ロシアの知られざる秘宝、聴きごたえのある傑作を、

日本を代表する弦楽奏者と富山の演奏家が熱く奏でます。

西 江 辰 郎 に しえたつ→ ヴァイオリン ■特別ゲスは新日フォルコンマス

桐朋学園大学ソリストディプロマコース修了、スイス留学。辰巳明子、故Tヴァル

ガの両氏に師事。01年、24歳で仙台フィルコンサートマスターに就任。05年より
新ロフィルのコンサートマスター。ソリストとしてチェコ室内フィルハーモニー管、

東響、アンサンブル金沢、新日本フィル等国内外のオケと共演。09年 チューリッヒ

のトーンハレで協奏曲デビュー。室内楽や編曲も意欲的に手がける。ピアノのアン

ダローロとのCDは朝日新聞推薦版に選出。

上 森 祥 平 (う わもりしょうへい)チェロ ■特別ゲスは京都府文化賞鋤 賞

東京藝術大学在学中、日本音楽コンクール第 1位及び「松下賞」受賞。2005年ド

イツ国家演奏家資格を取得、ベルリン藝術大学を卒業。帰国後ソロ・室内楽。主

要オーケストラ客演首席等で活躍。「熱狂の日」音楽祭、NHK他多数出演。2008
年より毎年バッハ無伴奏チェロ組曲全曲演奏会を開催。小林研一郎、下野竜也

等各氏指揮、東京交響楽団、東京シティ・フィル、京都市交響楽団、大阪フィルハ

ーモニー交響楽団、大阪交響楽団等と共演。ヴォルフガング・ベッチャー、河野文

昭、山崎伸子の各氏に師事。京都市芸術文化特別奨励者及び京都府文化賞奨

励賞受賞。

中沖 いくこ (なかおきいくこ)ピアノ■総合プロデュサー
ドイツ・メンデルスゾーン・ライプツィヒ音楽大学首席卒業。ドイツ新エルブランド

交響楽団と共演。ポーランドで演奏会開催。N響 コンマス篠崎史紀氏、作曲家池辺

晋一郎氏、青島広志氏など著名音楽家との共演多数。フェリス女学院大学黒川浩
教授とピアノデュオを結成、全国で演奏。ピアノコンクール公式伴奏・審査員、ラジ

オパーソナリティ、合唱団創設、新聞へのエッセイ執筆など多方面で活躍。全日本
ピアノ指導者協会(ピティナ)正会員。音楽企画“ムジーククライス19"主 宰。
故千代緑、江戸輪陽子、辰巳光子、水本雄三、八重回敬子、Marin Hughes、
Tomas Markus、 田崎悦子各氏に師事。

村上 真理菜 (むらかみまりな)ヴァイォリン
京都市立芸術大学音楽学部音楽学科弦楽専攻卒業、桐朋学園大学院大学音楽
研究科演奏研究専攻修了。20H年 桐朋学園大学院大学内演奏会o円光寺雅
彦氏指揮/桐朋オーケストラ アカデミーとJシベリウス《ヴァイオリン協奏曲二短調
作品47》を共演。

2002年、第21回 富山県青少年音楽コンクール青少年音楽大賞受賞。2012年、
富山県新人演奏会において富山県知事賞、北日本新聞音楽奨励賞受賞。現在、
桐朋学園大学音楽学部附属「子供のための音楽教室」京都教室ヴァイオリン講
師。ヴァイオリンを故岩崎隆子、小沢真琴、梅澤理佳、四方恭子、藤原浜雄の各氏
に師事。

亀山 晴代 (かめやまはるよ)ヴィオラ
京都市立芸術大学を経て、桐朋学園大学院大学修了。現在、桐朋オーケストラ・

アカデミー研修課程在籍中。

第19回 日本クラシック音楽コンクール全国大会人選、第3回 名古屋アンサンプ
ルフェスタにて特別講師賞受賞。ラ・フォル・ジュルネ、」Tのアフタヌーンコンサ
ート等に出演。

これまでにヴァイオリンを故東儀幸、廣岡克隆、梅原ひまり、藤原浜雄の各氏に、
ビオラを平田泰彦、室内楽を豊嶋泰嗣、上村昇、四方恭子、若林顕、上田晴子、
銅銀久弥の各氏に師事。

4月 26日 (土)◎ lFエントランス
11:00～、13100～〈各国20～3α

"
市民プラザー階エントランスにて、富山の演奏家たち

が楽しいクラシック演賽を繰り広げます !入場無料、

気に入つたらお賽銭箱へ「投げ銭」してくださいね!

E狐 ″重ヘタπで,す
公開 リハーサル

赤ちゃんとママのための「ミニしずくJ
◎4Fアンサンブルホール 13:00～
◎0歳～未就学児無料、小学生以上お一人500円

16:00開演 (15:30開場 )

回 ラ
=ζ

う夕 )害ラノと木管五重奏のための「六重奏山」

出演/高野智世 (フ ルート)黒田真琴 (オ ーボエ) 小林知世 (ク ラリネット)

堀 秀樹 (ホ ル ン)  早 川志 保 (フ ァ ゴ ッ ト)中 沖 い くこ (ピ ア ノ )

この音楽に、
このフイン

松 谷 幸 司 ワインソムリエ

大学在学中にイタリアンレストランの世界と
出会う。宮山「イタリア家庭料理・チーボ」マ

' 
ネージャーとして勤務 後、本格 派イタリアン

L(グランメゾン)のサーヴィスを|ぶため上
京。リストランテ・ダ・フィオーレ(神宮前)、 ト
ラットリア・ジャルディネット(青 山)、 リストラ
ンテ・イル・ニード(自 由が丘)の 3店舗で勤
務。2009年 8月 宮山で独立開業、「ワイ
ニスタ」オープン。ディナータイムの、コー

ス料理―皿ごとに相性の良いワインが一

杯ずつ添えられる「グラスワインコース」は
ワイニスタ最大の魅力のひとつ。13年 11月
「シャンパニスタ」オープン。

四十谷ギター学院
四十谷隆司

あすなろ小児歯科医院
院長 佐野 正之

(株 )ア リタ (株 )石金精機
代表取締役 清水 克洋

石倉 英子

魚政亭 浅地 政博 改井 魏 加藤 敏久
(前富山県民生涯学習カレッジ学長)

協栄薬品株式会社
代表取締役 吉浦 昭光

黒田 幸子
(さみとり幼稚園園長)

(株 )グ ロス
代表取締役安川 弘哲

(株 )シー・エー・ピー (株 )松電舎
代表取締役 牛島 修

松風会 東亜薬品 (株 )

代表取締役社長 中 井 敏 郎

(株 )富山銀行
取締役頭取 斎藤 栄吉

富山県民共済 富山信用金庫
理事長 山地 清

(株 )富山第一銀行
取締役頭取 横田 格

富山 トヨタ自動車 (株 )

代表取締役社長 品川 祐―郎

トヨタカ□一ラ富山 (株 )

取締役社長 黒澤 敏
直江 利紀 中沖  豊 中田 陸子

北陸コカ・コーラグル=プ
GRN(株 )

町野 禾J道 安田 光一 安田 照子 リードケミカル(株 )

代表取締役社長 森 政雄
若林 忠嗣
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市民プラザ内各店舗と提携しています
※五十音順 敬称略 他、協賛多数


