
公開ゲネプロ公開ゲネプロ
チケット購入者から

先着100名様を公開ゲネプロに
ご招待します。チケット購入時に

お申し込みください。

12:00～13:00

1階席：3,500円　2階席：2,500円

【先行】 三芳町・富士見市・ふじみ野市の方
 2016年12月3日（土）10：00～
 ※発売初日はコピスみよしの電話予約のみ
【一般】 12月10日（土）10：00～

全席指定、未就学児入場不可

▶コピスみよし 049-259-3211
▶チケットショップファミリーダイエー三芳店内　049-259-9587
▶チケットぴあ（Pコード：316-464）　0570-02-9999　http://t.pia.jp/

2.26

地域のイベントやアーティスト、会場など芸術文化の情報が満載！　三芳町芸術文化ポータルサイト「MAPS」

早い者
勝ち

特典！
早い者

勝ち

特典！先着100 三芳町民限定！
※在住・在勤・在学の方

※障がい者割引、団体割引（10名様以上）、車いす席、親子室、難聴システムのご用意がございます。
　詳細はお問合せください。　※やむを得ない事情により演奏曲目などが変更されることがあります。
※ご予約後のキャンセル、チケット代金の払い戻しは承れません（公演中止の場合を除く）。 

お申込み

発売日

チケット料金(税込)

国際コンクール優勝者や名門プロオーケストラの首席奏者らが楽団の垣根を越えて
集結するザ・シンフォニエッタみよし。第4回目はモーツァルトの天才性を知ることので
きる名曲＆迷曲と、モーツァルトと同時代を生きたディッタースドルフを取り上げます。
室内オーケストラの響きに適したコピスみよしで、最上のひとときをお楽しみください。

三芳町　芸術 検索

コピスみよし（三芳町文化会館）ホール
日 開演15:00 開場14:302017年

ディッタースドルフ： 「世界の4つの時代」
モーツァルト：  オーボエ協奏曲（独奏： 広田智之）
 音楽の冗談
 交響曲第41番「ジュピター」

主催：コピスみよし（三芳町文化会館）、三芳町教育委員会　後援：三芳町、富士見市、ふじみ野市

ザ・シンフォニエ
ッタみよし 第4回特別演奏会

平成28年度 三芳町芸術文化推進事業 協賛：

2,800円に！名様
のみ1階席が

ビュッフェコーナービュッフェコーナー
三芳町に工場を構え世界的に評価の高い
COEDOビールや、軽食等を販売します。レストラ
ンも営業していますので昼食にご利用ください。

極上のサウ
ンドで聴く

プレトークプレトーク
コンサートマスターの荒井英治さんが、

演奏曲目についてなど語る
プレトークを行います。

14:40頃

モーツァルトの最高傑作！

企画制作：　　  トールツリー（株式会社ケイミックス）

大和合金株式会社・三芳合金工業株式会社



 第1ヴァイオリン 
荒井英治 Eiji Arai
新星日響、東響、東京フィルのコ
ンサートマスターを歴任。現在
は日本センチュリー交響楽団首
席客演コンサートマスター。ソ
リストとしても大野和士やチョ
ン・ミョンフン、バルシャイ、フェ
ドセーエフらの名匠と共演。モ
ルゴーア・クァルテットのメン
バー。東京音楽大学教授。

川田知子 Tomoko Kawada 
東京藝術大学音楽学部器楽科
を首席卒業。1991年「第5回
シュポア国際コンクール」（独）
優勝。国内外のオーケストラに
ソリストとして共演している。
2003年第33回エクソンモー
ビル音楽賞、洋楽部門奨励賞
受賞。

会田莉凡 Ribon Aida 
2010年第6回ルーマニア国
際音楽コンクール弦楽器部
門第1位、併せて全部門グラ
ンプリ。2012年日本音楽コ
ンクール第1位。2013年より
サイトウ・キネン・オーケスト
ラのメンバー。

山本翔平 Shohei Yamamoto
都響副首席第2ヴァイオリ
ン奏者。第3回江藤俊哉ヴァ
イオリンコンクールジュニア
アーティスト部門第3位入賞。
ソロや室内楽も積極的に取
り組む。quartetto Hymnus
のメンバー。

小池彩織 Saori Koike
桐朋学園大学音楽学部を首席
で卒業。第4回ルーマニア国際
音楽コンクール弦楽器部門第
2位。第11回日本アンサンブル
コンクール弦楽ピアノデュオ部
門にて優秀演奏者賞。

新井理穂 Riho Arai
東京音楽大学卒業。給費特待
生として尚美学園大学大学院
音楽表現研究科にて学び、首
席で修了。万里の長城杯国際
音楽コンクール第2位、ブルク
ハルト国際音楽コンクール等
で入選。

 第2ヴァイオリン 
直江智沙子 Chisako Naoe
神奈川フィル第2バイオリン首
席奏者。桐朋学園大学在学中
より小澤征爾音楽塾、宮崎国
際音楽祭、JT室内楽シリーズ、
東京のオペラの森、プロジェク
トQ、サイトウキネンフェスティ
バル松本などに参加。

高橋宗久 Munehisa Takahashi
日本センチュリー交響楽団副首
席第2ヴァイオリン奏者。桐朋
学園大学を経て、洗足学園大学
大学院修士課程を修了。全日本
学生音楽コンクール高校の部
東京大会入選、他。

高瀬真由子 Mayuko Takase
桐朋学園大学音楽学部卒業。
第23回リトル・カメリア・コン
クールにて第1位など、各賞を
受賞。2015-16シーズン　兵
庫芸術文化センター管弦楽団
レジデント・プレーヤー。

田代 藍 Ai Tashiro
東京藝術大学音楽学部器楽
科卒業。第48・49回全日本学
生音楽コンクール東京大会入
選の他、茨城県芸術祭にて茨
城新聞社賞等を受賞。

迫田 圭 Kei Sakota
東京音楽大学大学院に給費奨学
金を得て入学、卒業。現代音楽の
演奏を主とし結成されたロリエ
弦楽四重奏団の一員。第28回市
川市新人演奏家コンクール弦楽
器部門最優秀賞。

 ヴィオラ 
須田祥子 Sachiko Suda
東京フィル首席ヴィオラ奏者。
桐朋学園大学を首席で卒業。第
23回プレミオ・ヴィットリオ・グイ
賞国際コンクールなど出場した
国内外4つの全てのコンクール
で第1位優勝。CD「ビオラは歌
う」シリーズをリリース。

小中澤基道 Motomichi Konakazawa
日本フィルヴィオラ奏者。洗
足学園音楽大学卒業。同大
学大学院在学中の2007年
ヴィオラに転向する。同年、洗
足フィルハーモニーと共演。
GMMFS、カンナ音楽祭等に
参加。

金 孝珍 Hyojin Kim
東京藝術大学を卒業。同大学
にて同声会新人賞受賞。洗足
学園大学大学院を首席で卒
業。Grand Prix取得。第13回
コンセール・マロニエ21弦楽
部門にて第1位優勝。

羽藤尚子 Naoko Hato
国立音楽大学卒業、及び同
室内楽コース修了。大学卒業
後ヴィオラに転向し、洗足学
園音楽大学大学院を首席で
修了、及び同大学院グランプ
リ特別演奏会においてグラン
プリ受賞。

 チェロ 
海野幹雄 Mikio Unno
第20回霧島国際音楽祭特
別奨励賞、第14回川崎市音
楽賞コンクール最優秀賞な
ど数々の賞を受賞。全国各地
のオーケストラに首席チェロ
奏者として客演している。

水野由紀 Yuki Mizuno
桐朋学園大学研究科修了。こ
れまでに宮崎国際音楽祭等
に出演した他4枚のCDをリ
リース。また関西フィルにゲス
ト首席として度々招かれてい
る。霧島国際音楽賞受賞。

前嶋修光 Nobumitsu Maejima
東京音楽大学大学院修士
課程に在籍。クラシックや
ポピュラー音楽の他に現代
音楽にも挑戦し幅広い分野
の音楽活動を行っている。
2015年サントリーホール主
催レインボウ21デビューコン
サートに出演。

 コントラバス 
石川 滋 Shigeru Ishikawa
読売日響ソロ・コントラバス、
洗足学園音楽大学客員教
授。ベルン交響楽団ソロ首
席、フロリダ・フィル首席等を
経て現職。

 フルート 
相澤政宏　Masahiro Aizawa
東響首席フルート奏者。1991
年日本フルートコンベンションコ
ンクール3位入賞。東京音大講
師。日本フルート協会理事。アジ
アフルート連盟理事。

濱﨑麻里子 Mariko Hamasaki
東響フルート奏者。第8回神
戸国際フルートコンクール
第6位。第17回日本木管コン
クール第1位。第79回日本音
楽コンクール第2位。

 オーボエ 
広田智之 Tomoyuki Hirota
日本フィルの首席オーボエ
奏者を経て、現在、都響首席
オーボエ奏者。また、紀尾井
シンフォニエッタ東京、オイロ
ス・アンサンブルのメンバーと
しても活躍する。上野学園大
学教授。桐朋学園大学特任
教授。日本オーボエ協会常任
理事。

大植圭太郎 Keitaro Oue
都響オーボエ奏者。大阪音楽
大学を経て、パリ12区立ポール
デュカ音楽院、リュエイユ=マル
メゾン地方音楽院修了。

大隈淳幾 Atsuki Okuma
上野学園大学音楽学部演奏家
コースを卒業時、皇居内桃華
楽堂にて御前演奏を行う。現
在は桐朋学園大学音楽学部研
究生に在籍。第1回K木管楽器
コンクールにおいてグランプリ
第1位を受賞。

 ファゴット 
福井 蔵 Osamu Fukui
東 響 首 席ファゴット奏 者 。
1986年東京音楽大学を卒
業。第6回日本管打楽器コン
クール入選。2006年NHK名
曲リサイタル出演。

坂井由佳 Yuka Sakai
東響ファゴット奏者。2012年東
京藝術大学音楽学部器楽科を
卒業。在学中、ドイツ・ベルリンで
の第10回ヤングユーロクラシッ
ク音楽祭に出演。

 ホルン 
西條貴人 Takato Saijyo
都響首席奏者。第14回日本管
打楽器コンクール及び第67
回日本音楽コンクール第1位。
NHK-FMリサイタル等に出演。
室内楽やソリストとしても活動
している。

五十畑勉 Tsutomu Isohata
アムステルダム音楽院卒業。オ
ランダ国家演奏家資格取得。
東京シティ・フィル、東京フィル
を経て、都響ホルン奏者。チョ
ン・ミョンフン指揮のアジアフィ
ルに参加。

 トランペット 
服部孝也 Takaya Hattori
新日本フィル首席奏者。パシ
フィック・ミュージック・フェスティ
バル、アスペン・ミュージックフェ
スティバルにも参加。またサイト
ウキネンオーケストラにも度々出
演し、アメリカ、ヨーロッパツアー
に参加する。

松山 萌 Moe Matsuyama
東京藝術大学卒業時にアカンサ
ス音楽賞、同声会賞受賞。第30
回日本管打楽器コンクール第1
位、併せて文部科学大臣賞、東
京都知事賞受賞。現在、藝大フィ
ルトランペット奏者。

 ティンパニ 
安永友昭 Tomoaki Yasunaga
日 本 センチュリー 交 響 楽 団
首 席ティンパニ奏 者 。なにわ
オーケストラルウィンズ、Japan 
Brass Collection、TOA Music 
Workshop、だがっきスイッチ 各
メンバー。関西打楽器協会理事。

photo：N. Ikegami

 開演前・ライフバス（片道220円）   ※丸数字はバス番号です。「三芳役場」下車。

鶴瀬駅西口発（約10〜15分）…… ④14:00　⑦14:05　⑤14:15
みずほ台駅西口発（約10分） …… ⑤14:45
ふじみ野駅西口発（約20分） …… ⑥14:30　⑦14:35
 終演後・シャトルバス（無料）         鶴瀬駅西口までの無料のシャトルバスを運行します。

☎049-259-3211

・電車：東武東上線「鶴瀬」または「みずほ台」駅（池袋から30分）
・バスかタクシー：10〜15分　・徒歩：約45分　・車：関越自動車道「所沢I.C」より約15分

（三芳町文化会館） 
埼玉県入間郡三芳町藤久保1100-1（9:00〜21:30／月曜休館／月曜が祝日の場合は翌火曜休館）

お問合せ

会場へのアクセス� ※駐車場あり（250台収容／無料）

p r o f i l e
ザ・シンフォニエッタみよし
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