モーツアリ
レト

と き●平成30年 9月 16日 (日 )
3:00pm口 開演 (2:15pm.開 場)

ところ●刈谷市総合文化 センター大ホール
入場 料

:3,000円
1,000円

●モーツァルト 天の元后
●ブラームス

(一 般)
(学 生券・高校生以下)

KV127

ヴアイオリン協奏曲 二長調

op.77

独奏 :牧 野 葵
(第 2回 刈谷国際音楽 コンクール弦楽器部 門優秀賞受賞 )

●モーツアJレ ト ドミニクス ミサ
指

揮

KV66

:三 澤 洋史
:セ ン トラル愛矢口交響楽団

管弦楽
オルガン :花 丼 淑
独 唱 :S.飯 田みち代 、A.三 輪 陽子
丁.大 久保 亮、 B.初 鹿野 岡」
:山
ロ
含 ロ指揮
本 高栄
練習 ピアた 岡戸 弘美
含 唱 :モ ーツ アル ト200含 唱団

注 :演 奏中は小さなお子様 の客 席へ の入場をご遠慮願うことがあります。
託児室を用意 しておりま丸 事前に団員か事務局にご予約下 さい。

ホームページ モーツアルト200合 唱団 http:〃 IIlozart200chonweb.fc2。
刈谷国際音楽コンクール http://kariya.imc.com/

com/

国立音楽大学声楽科卒業後、指揮に転向。ベルリン芸術
大学指揮科を首席で卒業。オペラ及びオラトリオ指揮者
として活動を開始する。1999年 から2003年 までの 5年
間「バイロイト音楽祭」で祝祭合唱団指導スタッフの一
員として従事。2011年 4月 より3ヵ 月間、文化庁在外研
修員としてミラノ・スカラ座を研修。それらの経験を生か
して、新 国立劇場合 唱団指揮者 として同合唱団を世界
的レベルにまで高めた。その業績が高く評価され、2016
AttAC音 楽文化賞受賞。バ ッハ に深く傾倒 し、東京バロック・スコラ
年 11月 、
」
ーズをホームグラウンドにして活動しているが、CDモ テット集 は、雑誌「レコ
ー ド芸術」で準特選に選ばれた。著書 に「オペラ座のお仕事J(早川書房)が あ
る。自作ミュージカルの台本、作曲、演 出、指揮を手がけ、主な作品に「おにこ
ろJ「 愛はてしなくJ「 ナテンーヌJが ある。

3歳 よリスズキメソー ドにてヴアイオリンを始める。2007
年スズキ・テンチル ドレンに選 出され全 国各地で演奏。
第65回 全 日本学生音楽 コンクール名古屋大会高校 の部
第 1位 。第21・ 22回 全 日本クラシック音楽 コンクール全国
大会第 5位 。第2回 刈谷国際音楽 コンクール優秀賞及び
審査員特別賞受賞。第 3回 宗次ホール弦楽四重奏 コンク
ール第3位 。大学在学中、第 47回 定期演奏会、第 48回 卒
業演奏会出演。平成 27年 度優秀学生賞、平成 28年 度中
村桃子賞、桑原賞受賞。京都・国際学生 フェスティバル
2016に 参加。ウィーン国立音楽大学にてアレキサンダー・アレンコフ氏のマス
タークラス修了、ディプロム取得。2015年 度山田貞夫音楽財団奨学生。2016
年度公益財団法人青山財団奨学生。2017年 度北野生涯教育振興会音楽奨
学生。これまでにヴアイオリンを、
桐山建志 の各氏 に師
深谷美穂子、福本泰之、
事。愛知淑徳中学 。
高等学校を経て、愛知県立芸術大学音楽学部を首席卒業。
同大学大学院音楽研究科博士前期課程音楽専攻弦楽器領域2年 に在学中。

1983年 ナゴヤシティ管弦楽団として発足。 1997年 岩倉市 の好意 に
よる練習場の無償借用や事業補助を機会に、セントラル愛知交響楽 団
と名称を変更。2009年 4月 よリー般社団法人として再出発する。
2013年 に創立 30周 年を迎え、2014年 4月 から音楽監督にチェコの
・スワロフスキーが就任、楽団として新たなスター トを切る。
名匠レオシュ
海外では2007年 7月 、8月 中国内蒙古 自治区、2009年 9月 タイ・バ ンコク
(文 化庁国際交流支援事業)で 公演を行い、
成功を収めた。 年間約 100
回の公演はいずれも好評をもって迎えられている。1996年「平成7年 度
愛知県芸術文化選奨文化賞J、 2005年「平成 16年 度名古屋市芸術奨励
賞」受賞。2015年 7月 に半田市と音楽文化振興の協定を締結。

■参加要項

弦楽器 (ヴ アイオリン・チェロ)/フ ルート/ピ アノ

■開催 日程
学生の部/中 学生の部/
高校生の部 。一般 の部予選
ー
2018年 8月 8日 (水 )フ ル ト部門 高校生の部 。一般 の部本選
弦楽器部門 中学生の部/一 般 の部予選

2018年 8月 7日 (火 )フ ルー ト部門

4ヽ

2018年 8月 9日 (木 )弦 楽器部門
2018年 8月 20日 (月 )ピ アノ部門

小学生の部/一 般 の部本選
中学生 の部/高 校生 の部・

2018年 8月 21日 (火 )ピアノ部門

一般 の部予選
小学生 の部/高 校生 の部・
一般 の部本選

2018年 8月 26日
■会

場
■審査員

・受賞者記念コンサート(小 ホール)
(日 )授 賞式

刈谷市総合文化センター アイリス大ホール

・ 弦楽器部門

大谷康子、近藤薫、
苅 田雅治

・ ピ〃 部門
迫昭嘉、練木繁夫、
加藤美緒子、田村響
。フルー ト部門 高木綾子、橋本岳人、
大西圭子
■主催 :刈 谷国際音楽 コンクール実行委員会

モーツアルト200合 唱団は、1989年 にモーツアルト没後 200年 を記念 し
て発足した合唱団です。オーケストラを伴う西洋古典宗教曲を中心 に、バ
ッハ からハイドン、ブラームス、ワーグナーまで様々な作曲家を取 り上げて
きました。とりわけモーツアルト作品の連続演奏 は高 く評価され、平成 11
年 には愛知県芸術文化選奨文化賞を受賞 しました。
今後 の演奏会活動は、2021年 夏 のワーグナー作曲、楽劇「ローエングリ
ンJま で毎年予定が決まっていま丸

団員募集中
現在 団員は70名 。毎週火llC日 にお時間のとれる方、モーツアル ト、ベー
トー ヴェン、ワーグナー、音楽が好きな方、是非、私たちと一緒に歌 いませ
んか ? いつでも見学大歓迎です
ドイツ語、ラテン語の読み方から丁寧な指導があります。新 しい世界が
1

開けますよ

!

演奏会予定 :第 28回 演奏会 ベー トー ヴェン「ミサ曲ハ長調J
2019年 9月 15日 (日 )刈 谷市総合文化センター大ホール
練習 日時 :毎 週火曜 日pm 6:30〜 9:00
練習会場 :幅 下幼稚園 (名 古屋市西区城西 2416)
地下鉄鶴舞線 浅間町下車徒歩 5分
(ナ ゴヤキャッスルホテル西側)
常任指揮 :三 澤洋史
合唱指揮 :山 本高栄
ヴォイス・ トレーナー :三 輪陽子

刈谷市、刈谷市教育委員会、刈谷市総合文化センター
愛知県、刈谷音楽協会、CBCテ レビ、中日新聞社
閉豊田自動織機、トコタ紡績閉、閉デンソー、アイシン精機閉、

mジ ェィテクト、トョタ車体m、 愛知製鋼間、豊田通商m、 角文い、
刈谷ハイウェイオアシス k、 団南愛知冠婚葬祭互助会
ll・

主催 :モ ーツ アル ト200合 唱団、刈谷国際音楽 コンクール実行委員会
共催 :刈 谷市、刈谷市教育委員会、刈谷市総合文化センター
後援 :愛 知県、愛知県教育委員会、愛知県合唱連盟
連絡先 :モ ーツアルト200合 唱団事務局 幅下幼稚園 (河 田090¨ 7959¨ 6504)
刈谷市総合文化センター 0566… 21¨ 7430
ホームペー ジ :モ ーツアルト200合 口
昌団
刈谷国際音楽 コンクーJレ

http:〃 mozart200chonweb.た

http://karサ a.imC・ COm/

チケット販売 :チ ケ ッ トぴあ、刈谷市総合文化 センター

2.com/

ス
順露聾詔響鮮な家ごアイリ
・ 鉄道 」
瞭 海道本線名古屋駅より約20分 、
刈谷駅下車、
南口よリウイングデッキ直結徒歩3分
お車 伊勢湾岸自動車道豊明 ICよ り約20分
豊 田南

ICよ り約 25分

