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チェロが好き！
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第 3 回チェロの日
［土］
［日］
［月・祝］
, 10日
, 11日
2013年2月9日

サントリーホール ブルーローズ

2月9日［土］18:00 チェロ・ソロ・コンサート

横坂 源（チェロ）
｜ペンデレツキ：ジークフリート・パルムのためのカプリッチョ、
黛 敏郎：文楽
上森祥平（チェロ）
｜コダーイ：無伴奏チェロソナタop.8
（チェロ）
上村 昇
｜ J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第3番ハ長調BWV1009

林 裕（チェロ）鈴木華重子（ピアノ）｜ポッパー：スコットランド幻想曲op.71／
組曲イ長調op.69／紡ぎ歌op.55-1
全席自由｜¥4,000（前売）
／¥4,500（当日）
／ ¥3,500（会員）
／ ¥2,500（学生）
チケット取り扱い｜日本チェロ協会事務局 03-3505-1991／office@cello.gr.jp

Web からのお申し込み｜http://celloday.cello-congress.com

ルン国立歌劇場契約団員。04年全日本ビバホー

了。08年ミュンヘンARD国際音楽コンクールクァ

ル・チェロコンクール第2位。帰国後、上野学園大

ルテット部門第3位。11年第7回大阪国際室内楽

学講師、オーケストラ客演首席奏者、ソリストとして

コンクール 弦 楽 四 重 奏 部 門 第3位。12年シュ

活動。

ヴェッツィンゲン音楽祭に出演。ウェールズ弦楽四
重奏団メンバー。

小野木遼［おのき・りょう］
東京藝大を経て、同大学院修士課程を修了。第

桐朋女子高校音楽科を経て桐朋学園大学に入

賞）受賞。サントリーホールチェンバーミュージック

学。09年泉の森ジュニアチェロコンクール高校生

ガーデンで竹澤恭子（ヴァイオリン）、M.ブルネロ

以上の部金賞。いしかわミュージックアカデミーで

（チェロ）
（ホルン）
、R.バボラーク
らと室内楽を共演。

IMA音楽賞を受賞。11年霧島国際音楽祭賞を受
賞。第80回日本音楽コンクールチェロ部門第3位。

小林幸太郎［こばやし・こうたろう］
桐朋女子高校を経て、現在、桐朋学園大音楽学

2月11日［月・祝］14:00 チェロ・アンサンブル・コンサート
第1部 若手チェロ奏者8人によるチェロ
・アンサンブル

髙木慶太／奥泉貴圭／小野木遼／小林幸太郎／辻本 玲／富岡廉太郎／三井 静／
村井 智（以上 チェロ）
＊

第2部「チェリストの集い」参加者によるチェロ・オーケストラ
「チェリストの集い」
「チェロ
・キャンプ」参加者 約80人、山本祐ノ介（指揮）

村井 智［むらい・さとる］

部4年在学中。泉の森ジュニアチェロコンクール

現在、桐朋学園大学カレッジディプロマコース1年

金賞、ザルツブルク・モーツァルト国際室内楽コン

に在籍。第18回日本クラシック音楽コンクールに

クール特別賞受賞。演奏家、作編曲家として国

て最高位を受賞。10年「チェロアンサンブルサイト

内外数多くの団体、アーティストと共演し、譜面制

ウ」奨学金を授与される。12年IMA音楽賞受賞。

作にも携わっている。

ポッパー：演奏会用ポロネーズop.14、ヨンゲン：4本のチェロのための2つの小品 他

三井 静［みつい・しずか］

10回ビバホールチェロコンクールで特別賞（井上

山本祐ノ介［やまもと・ゆうのすけ］
東京芸術大学大学院を修了。東京芸大附属高

辻本 玲［つじもと・れい］

11歳までフィラデルフィアで過ごし、東京藝大器楽

校講師、都立芸術高校講師、ハレー・ストリング・

科を首席で卒業後、シベリウスアカデミー、ベルン

クァルテットチェロ奏者などを経て、現在、ソロ・チェ

芸術大に留学、卒業。03年第72回日本音楽コン

リストおよび指揮者として活躍。京都市交響楽団、

シベリウス：アンダンテ・フェスティーヴォ、テレマン：アリア、

。09年 第2回ガス
クール第2位（「聴 衆 賞 」受 賞 ）

京都フィルほか各地のオーケストラにたびたび客

ショスタコーヴィチ：セカンド・ワルツ、ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第1番
全席自由｜¥3,500（前売）
／ ¥4,000（当日）
／ ¥3,000（会員）
／ ¥2,000（学生）

パール・カサド国際チェロ
・コンクールで第3位入賞。

演。11年 6月から東京ニューフィルハーモニック管

チケット取り扱い｜日本チェロ協会事務局 03-3505-1991／office@cello.gr.jp

桐朋学園大を経て、バーゼル音楽院MASPを修

弦楽団常任指揮者に就任。

富岡廉太郎［とみおか・れんたろう］

Web からのお申し込み｜http://celloday.cello-congress.com

チェリストの集い

日本チェロ協会会員約60名が参加して、3日間にわたりチェロを堪能します。最終日に
チェロ
・オーケストラとして出演するためのリハーサルを重ねるほか、チェロのメンテナンス
について学んだり、プロフェッショナルからチェロ演奏上達のための指導を受けたり、会
期中に開催される2つのコンサートを鑑賞します。
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ジュニア・チェロ・キャンプ

小・中学生を対象としたチェロ
・キャンプです。初日にアカデミーを開講し、参加者は進捗に応じて

3つのコースに別れます。どのコースも、技術を向上だけでなく、音楽本来の奥深さや楽しみに触
れたり、同じチェロを学ぶ仲間と触れ合うことで、一生に渡ってチェロを楽しむきっかけとなることを
（10日）
目指します。2日目
には、アカデミーの成果を発表会で披露します。

ジュニア・チェロ
・キャンプ発表会
日時｜2月10日［日］開場12:40 開演13:00 会場｜サントリーホール ブルーローズ（小ホール）
•この発表会は、原則として日本チェロ協会会員及び関係者を対象としています。希望される方は、日本チェロ協会事務
局までお問い合わせください。

チェロ・ソロ・コンサート
横坂 源［よこさか・げん］
桐朋学園女子高校を卒業後、同ソリストディプロ
マ・コースを経て、シュトゥットゥガルト国立音楽大お
よびフライブルク国立音楽大で研鑚を積む。2002
年7月全日本ビバホール・チェロコンクールでの最
年少優勝（15歳）、05年第15回「出光音楽賞 」、

08年第7回「齋藤秀雄メモリアル基金賞」を受
賞。09年5月、全ドイツ学生音楽コンクールで第1
位（室内楽）、10年第59回ミュンヘン国際音楽コン
クール・チェロ部門で第2位を受賞。
上森祥平［うわもり・しょうへい］
東京藝術大在学中に日本音楽コンクール第1位
および「松下賞」受賞。2005年ドイツ国家演奏家
資格を取得し、ベルリン芸術大を卒業。帰国後は
ソロ
・室内楽・オーケストラ等各方面で活躍。ドイツ
三大Bチェロ作品全曲リサイタルシリーズの成功は
特筆される。08年から毎年、バッハ無伴奏チェロ
組曲全曲演奏会を開催。京都市芸術文化特別
奨励者および京都府文化賞奨励賞受賞。現在、
新日本フィルハーモニー交響楽団首席チェロ奏者。
上村 昇［かみむら・のぼる］

1977年第46回日本音楽コンクール第1位および
海外派遣コンクール松下賞受賞。79年第6回カ
サド国際チェロ
・コンクールで優勝。98年京都府
民ホール・アルティのレジデントクァルテットとして、
ヴァイオリンの豊嶋泰嗣・矢部達哉、ヴィオラの川
本嘉子とアルティ弦楽四重奏団を結成し、定期的
に公演を行っている。現在、母校の京都市立芸

林 裕［はやし・ゆたか］
東京藝術大を卒業。日本音楽コンクール第1位、
黒柳賞を受賞。奨学生として、フライブルク音楽
大学院を首席修了。青山音楽賞、松方ホール音
楽賞大賞、兵庫県芸術奨励賞、神戸市文化奨
励 賞などを受 賞。「Cellist=Composer・Collection」に対して、名古屋音楽ペンクラブ賞、大阪
文化祭賞グランプリ、文化庁芸術祭新人賞などを
受賞。元大阪フィル首席奏者。いずみシンフォニ
エッタ大阪メンバー。相愛大学准教授。
鈴木華重子［すずき・かえこ］

［会場］
サントリーホールブルーローズ
〒107- 8403東京都港区赤坂1-13 -1

tel.03-3505-1001
［アクセス］
東京メトロ
［南北線］
六本木一丁目駅（3番出口）徒歩約5分

学でアーティスト
・ディプロマ修了。在学中、J.シュタ

東京メトロ
［銀座線・南北線］
溜池山王駅（13番出口）徒歩 7−10分
バス都営01系統バス

ルケル氏、堤 剛氏などのスタジオピアニストを務め

（渋谷−新橋）赤坂アークヒルズ前下車

京都市立芸術大卒業後渡米し、インディアナ大

る。ドイツ、フランスで研鑚を積み、帰国後、日本
演奏連盟主催（文化庁助成）演連コンサートを皮切
りに、国内各地でソロリサイタルを開催。アメリカの

ASTAコンクールの公式ピアニスト。現在、大阪
樟蔭女子大学特別講師。

チェロ・アンサンブル・コンサート
髙木慶太［たかぎ・けいた］
桐朋学園大卒業。同大学院大学を経て奨学金
を得てベルリン芸術大学に留学。第74回日本音
楽コンクール・チェロ部門第2位入賞。ドミニコ・ガ
ブリエリチェロコンクール第3位入賞。札幌交響楽
団ほかでコンチェルトを共演。現在、読売日本交
響楽団チェロ奏者。

［日本チェロ協会概要］
日本チェロ協会（ Japan Cello Society）
は、
プロ、
アマを問わず広く一般のチェロ愛好家を会員とし、チェリストの親睦を図
・サロンやマスターク
るとともに、
チェロの楽器としての発展性を探ることを目的として1997年11月に設立されました。チェロ
ラスの企画や、ホームページや会報「JCS NEWS」
を通じて、チェロ関連イベントや会員出演コンサートなどの情報を
発信するとともに、次代を担う若いチェリストの育成に協力し、海外のチェリスト、チェロ協会との交流も推進しています。

奥泉貴圭［おくいずみ・たかよし］

術大学教授、桐朋学園大特任教授として後進の

東京藝大附属音楽高校を卒業後、ドイツのトロッ

指導にも当たっている。

シンゲン音楽大学を経て、07年から2年間バイエ

［お問い合わせ］日本チェロ協会事務局 tel. 03 -3505-1991 fax. 03-3582 -1310

E-mail. office@cello.gr.jp web. http://celloday.cello-congress.com

