チェロアンサンブル ユイット東京公演

vol.8

チェロアンサンブルの秘密？
誰もが知っている名曲と
クラシックの意外な関係！
曲目

上を向いて歩こう
（中村八大）

マイケル・ジャクソン
メドレー
天国への階段
（レッド・ツェッペリン）
ほか

7月 30 日

発売開始 !
お問い合わせ

日本アーティスト

tel.03-5377-7766

2018 年11月28日 水

Photo 井村重人

18:30 開場／ 19:00 開演

小金井 宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）大ホール
ーチケットー

一般￥3,500 こがねいメンバーズ会員￥3,200 学生〈高校生以下〉
￥2,000
（日本アーティストのみお取り扱い）
主催：日本アーティスト・Cello Ensemble 008
協力：小金井市民交流センター 指定管理者 こがねいしてぃ共同事業体

公演内容は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。

阪田宏彰

様々なフィールドで活躍するチェリスト 8 人。
それぞれの得意分野を駆使し、
チェロアンサンブルの
新しいカタチを追求し続けるコンサート。
幅広い世代の記憶に残る力強いメロディを、
生きた音楽としてステージに持ち込む
プログラミングを得意とする。
近藤和明の絶妙なアレンジを武器に、
各地で人気沸騰中 !

国立音楽大学卒。YAMATO 弦楽四重
奏団代表。大阪国際室内楽コンクール
入選。
「山田耕筰室内楽全集」
「弦楽四
重奏のための日本民謡」などをリリー
ス。喜 多 直 毅＆TANGOPHOBICS の
メ ン バ ー として「TANGOPHOBIA」
「CONCERT IN MORIOKA」をリリー
ス。群馬響・大阪センチュリー響・仙台
フィル・神奈川フィル・山形響・東京シ
ティフィルなどの客演首席奏者も務め
る。
桜美林大学非常勤講師。

http://candi.sakura.ne.jp/

小川泰則

チェロアンサンブル ユイット 公式サイト

国立音楽大学大学院修了。守屋新、
小野崎純各氏に師事。在学中に F. ア
マン、R. ギンツェル、D. ゲリンガス各
氏の公開レッスンを受講。現在は東
京ユニバーサルフィルハーモニー管
弦楽団団員、フィオリーニ・チェロア
ンサンブル代表、大妻学院管弦楽団
トレーナー。

http://ce008.jp/
Seiji
Nakabayashi

Yasunori
Ogawa

Nami
Nomura

佐野朋子
東京音楽大学卒業。同大学大学院修
士 課 程 修 了。NHK ラジ オ 番 組「クラ
シックサロン」に出演するなど 現在、
様々な場でソロ、室内楽、オーケストラ
等の演奏活動を行っている。第５回 日
本アンサンブルコンクール入 選。第 9
回 JILA 音楽コンクール 室内楽部門第
2 位。これまでにチェロを、故 八十嶋
龍 三、勝田聰一、三森 未 來子、松波 恵
子の 各氏に、室内 楽を、東 彩子、堀了
介、
浦川宜也の各氏に師事する。

Tomoko
Sano

Futaba
Yokoyama

Hiroaki
Sakata

宮坂俊一郎
長野県千曲市出身。国立音楽 大学卒
業。フィンランド、クフモミュージック
キャンプに参加。国立音楽大学演奏補
助員、非常勤講師を経て現在、高崎経
済大学附属高等学校非常勤講師。ア
ンサンブル・クヴェレ、アンサンブル・
ノーヴァ、足利カンマーオーケスター
のメンバー。また、ソロ、室内 楽など、
幅広く活動している。群馬県高崎市在
住。

Takayoshi
Sakurai

Shunichiro
Miyasaka

小金井 宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）大ホール
東京都小金井市本町 6-14-45 TEL 042-380-8077

新宿▶

武蔵小金井駅

イトー
ヨーカドー

小金井市役所

小金井消防署前

アクセス

ロータリー

連雀通り
小金井市役所

横山二葉
東京音楽大学卒業。ハンガリー国立フ
ランツ・リスト音楽院修了。東京音大在
学中に特待生奨学金を受ける。
リスト
音楽院在学中にリスト音楽院ホール、
旧リスト音楽院他、演奏会を多数行う。
フランス・パブロカザルス音楽祭他、
ヨーロッパ各地の音楽祭に参加。
チェ
ロを佐藤輝夫、花崎薫、堀了介、三森未
來子、
メズー・ラースロー、
オンツァイ・
チャバ、室内楽をネーメト・ゲザ、
デヴィ
チ・シャーンドル、
（バルトーク弦楽四重
奏団）の各氏に師事。東京ユニバーサ
ルフィルハーモニー 管弦楽団団員。

櫻井慶喜
東京音楽大学器楽科、ウィーン市立音
楽院卒業。第 19 回マスタープレイヤー
ズ国際音楽コンクール（イタリア）にて
首位入選。現在、ソロ、室内楽、オーケ
ストラ等で活動中。これまでに故中島
隆久、堀了介、アダルベルト・スコチッ
チ、メズー・ラースローの各氏に師事。
東京ユニバーサルフィルハーモニー管
弦楽団団員。アンサンブル鴻巣ヴィル
トゥオーゾ団員。埼玉県立大宮光陵高
等学校 音楽科非常勤講師。

チケット

学生
〈高校生以下 〉
￥2,000（日本アーティストのみお取り扱い）
（日）10:00 〜
先行発売日 2018 年 7 月 1 5 日
（ぴあ・イープラス・こがねいメンバーズ）

nonowa

フェスティバル
コート

小金井
宮地楽器ホール

武蔵野音楽大学卒業。現在、フリー奏
者としてオーケストラ、室内楽、ミュー
ジカル等で活動の他、CM 等のスタジ
オ 録 音にも参 加している。これまで
に、劇団四季「オペラ座の怪人」、市川
右近主演の舞台「ミッシング・ピース」
等に演奏で参加。チェロを尾形篤信、
故 清 水 勝 雄、ヴァーツラフ・アダミー
ラ、花崎薫の各氏に師事。

一般発売日 2018 年 7 月30日
（月）10:00 〜

小金井街道

南口
アクウェル
モール

野村奈美

こがねいメンバーズ会員 ￥3,200

北口

JR 中央線

武蔵野音楽大学卒業。同大学院修了。
これまでにチェロを馬場 省一、クレメ
ンス・ドル、毛利伯郎の各氏に師事。大
学院修了後、武蔵野音楽大学附属音
楽教室にて講師を勤めたのち、フリー
のチェリストとしてソロ、オーケスト
ラ、室内楽を中心にライブ活動や豪華
客船での演奏など多方面活躍中。東京
ユニバーサルフィルハーモニー 管弦
楽団団員。

一般 ￥3,500

MEGAドンキホーテ
◀八王子

中林成爾

武蔵小金井

SOUTH

前原坂上

電車：ＪＲ中央線「武蔵小金井駅」南口駅前
関東バス、西武バス、
京王バス
バス： 小田急バス、
「武蔵小金井駅」
下車 徒歩 1 分

※当館には駐車場がありません。
公共交通機関でお越しいただくか、
近隣の有料駐車場をご利用ください。

チケットお取扱い

• 日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545
• チケットぴあ 0570-02-9999（Ｐコード 117-172）
• e+（イープラス）http://eplus.jp
• ローソンチケット 0570-000-407（L コード：34371）
• 小金井 宮地楽器ホール（窓口販売のみ）
※こがねいメンバーズ会員の方のみ電話予約可

TEL:042-380-8099（10:00 〜 19:00）

