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2021.7/51月 )腿濡鮒覇1745鵬 可l金軒 富地楽器本Jし 大ホJL
」R武蔵小金井駅

南口徒歩1分

鶴

全席指定

1000円

チケットぴあ何EL′WE耐

TEL:OS70‐ 02-9999 https:′ rt.plaJp′ [Pコ ード:198933]

小金井 宮地楽器ホールチケットデスクl窓口のみ)

ホール2F事務室内(10:00～ 19:00/休館日(第 2・ 3火曜日)を除く)|

※未就学のお子様の入場はど遠慮くだきい。 ※出演者、曲目は変更になる場合がありま或 あらかじめご了承くだきい。

以下に該当するお客様はご入場いただけません。 会場内では以下の内容にご協力くだきい。

♭発熱(37.5度 以上)、 咳の出る方、体調に不安のある方。入場時にも検温させていただきま現

"過去2週間峡内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域への渡航、

または、当該在住者との法厚接触があった方。
>過去2週間以内に、新型コロナウィルス感染症陽性者との濃厚接触がある方。

"必ずマスクを着用してご来場ください。マスクを着用されていない方はど入場いただけません。

"入場時の混雑緩和のため、時間には余裕を持つてご来場ください。
レお客様同士の距離は1メートル以上空Iよ 密集を避けてください。
>こまめな手洗い、手指消毒、「咳エチケット」の励行をお願いいたしま坑
レ容席内、ホワイエ等での会話はお控えください。

巨H“ :ロ トライアウトヨンサート実行委員会 P僣苦解羽遭 株式会社ミューツシャンズパーテイー Ha虫ヒ匹■ WakateSk`yanotameno@gma刊 .com ― Iモ譴紹 httpsv川1."nk/tryOutconce碇 靱



H

クラリネット奏者

東京交響楽団

ファゴット奏者

藝大フィルハーモニア管弦楽国

ヴアイオリン奏者

東京交響楽団コンサートマスター

依田晃宣

近藤千花子 水谷 晃

荒井風香 I制作

2020年、世界は新型コロナフィノンス感染症の流行によう、生

活環境が大きく変わり、クラシック音楽業界でも、多くの演奏

会が中止や延期を余儀なくされました。

これから世に出ようとする若い音楽家たちにとっても影響は大

きく、特に若手指揮者にとって、オーケストラを相手に実践を

重ねる機会を得ることは難しい状況でした。

2020年 8月 、公演の再開もままならない状況ではありました

が、未来を担う若手指揮者たちがトノラ″Pレイヤーによる素晴

らしいオークストラを指揮することができるならば、その経験は

必ず彼らが次のステップに進むきっかけになるのではないか。

そう考えた私たちは、出演した若手指揮者たちと共に試行錯

誤の末、第1回 目の試演会を行い多くの反響を呼びました。

今なお、オークストラコンサートの実施は厳しい状況にありま・九

それでも、さらに多くの若手指揮者たちに、日本国内での素

晴らしい経験を持って活躍の場を広めていってほしい。若手

指揮者たちとプロオークストラ奏者が出会い、真剣に音楽と

向き合い、音楽を分かち合う共同作業の場を創りたい。

そんな想いからこの会が発足し、演奏会を開催する運びとな

りました。

この企画の趣旨に賛同して下さった大勢の演奏家の皆様と

共に、指揮者4名は未来に向けてさらに進化を始めようとして

いま丸 どうぞ温かい応援を宣しくお願い致しま丸

リハーサルスケジュール

/指 揮者プロフィール
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◎井村菫入

1993年 生まれ、埼玉県出身。桐朋女子高等学校音楽科ピアノ科および桐

朋学園大学指揮専攻卒業。同研究生指揮専攻修了。指揮を梅田俊明氏に

師事。2013年′2014年霧島国際音楽祭指揮クラスにて音楽祭賞受賞、

2014年にはファイナルコンサートを指揮。2016年桐朋学園室内楽演奏会

に二台ピアノで出演。2018年桐朋学国大学とローマ サンタチェチーリア

音楽院 (イタリア)の交換留学生として短期留学。20呵 9年 8月 よりNHK交

響楽団にて首席指揮者パーヴォ ヤルヴィ氏のアシスタントを務める。

2020年より東邦音楽大学非常動講師、桐朋学国大学指揮運営委員会嘱

託演奏員。

攀蛾 農 RyO ttaく a」 o′ Coめ ductor

1995年 生まれ、東京都杉並区出身。明治学院東村山中学校 高等学校を

経て2017年東京音楽大学作曲指揮専攻 (指 揮)を卒業。大学主催の
″
打

楽器教員コンサート
″
で日本を代表するフルート奏者、工藤重典氏とジョリ

ヴェの協奏山で協演。広島交響楽団定期演奏会にてエリザペト音楽大学合

唱団を指揮し協演。指揮を広上淳―、田代俊文、三河正典に、作曲 和声

対位法 スコアリーディングを高橋裕、植田彰に、ヴアイオリンを中村静香、

上田敏子に、ピアノを阿部策、小菊馨子、高橋雅代、廣野まや子の各氏に

師事。現在、中野弦楽アンサンブルナ カージョ常任指揮者、黒門吹奏楽

国常任指揮者、マンドリンアンサンプル イリス常任指揮者、みなとフィル

ハーモニー交響楽団常設トレーナー。ワーグナーの音楽をこよなく愛する。

3再木 蓉馬 Youma Kabura9L Conductor

1992年生まれ、東京都出身。国立音楽大学卒業。上野学国大学指揮専門

修了。東京音楽大学指揮科にて聴講生として研額を積む。これまでに、指

揮を今村能、森垣桂一、大浦智弘、下野竜也、大河内雅彦、田代俊文、広

上淳―の各氏に師事。オペラを積極的に学び、これまで河原忠之氏、大浦

智弘氏のもとでオペラ公演の副指揮者を務める。紀尾井ホールの2021年

度若手指揮者育成支援制度に合格。今後1年間、紀尾井ホール室内管弦

楽団の定期演奏会においてアシスタント活動を行う。

山上 孝秋 Takaam Yamakami Conductor

◎Smltestylestudio

1991年 生まれ、長野県出身。国立音楽大学卒業、上野学国大学研究生

「指揮専門」修了。東京音楽大学で研鎮を積む。指揮を下野竜也、大河内

雅彦、広上淳―、田代俊文、増井信貴各氏に師事。霧島国際音楽察指揮

マスタークラスにて高関健、下野竜也両氏 の指導を受ける。湯浅勇治氏

による指揮セミナーを受講する。2019年 度日本製鉄文化財団若手指揮者

育成支援制度対象者に選出され、紀尾井ホール室内管弦楽国の下で研鎖

を積む。全国のアマオケやジュニアオケで指揮指導する他、合唱や吹奏楽

の指揮も行つている。チケットをご購入いただいたお客様は、

リハーサルから公演まで

すべてお聴きいただくことが可能で硯

※リハーサ)レ、演美順は予告なく変更となる場合がございます

l stヴァイオリン
水谷晃(東京交督楽団 コンサートマスター)

矢部違哉l東京都交響楽団 ソロヨンサートマスター)

太田博子(読売日本交響楽団)

倉冨亮太(NHK交督楽団)

封用哲男儀売日本交響楽団)

中Ⅲl楓子l東京交響楽団)

2ndヴアイオリン
戸上員里l東京フイルハーモニー交讐楽団 首席)

遠藤香奈子 l東京都交響乗国 首席)

竹内弦(日本フィルハーモニー交響泰団 首席)

後藤康(NHK交響楽団)

鈴木治司(東京交響楽団)

福崎雄也(藝大フィルハーモニア管弦楽団)

ヴィオラ
須田祥子 僚疎フィルハーモニー交響楽団 首席、

日本センチュリー交響楽回 客演首席)

小中澤基 (日本フィルハーモニ交響楽団)

田原様子 (デ トモルト音楽大羽

冨田大輔 (読売日本交督楽団)

チェロ

山本裕藤 俄酪市交督楽回 特別首席)

西谷牧人 (元東京交響楽団 首席)

ほか2名

コントラバス
苗活洋太 l東京都交督楽団)

ほか1名

フ,レート
中條秀配l群馬交響楽団 首席)

中村淳二(NHK交響楽団)

オーボエ
荒川支吉l東京フィルハーモニー交響楽団 首席)

山本楓 (フ リーランス)

クラリネット
近凛千花子l東京交響楽団)

高子由住l計馬交響楽団)

ファゴット
依田晃童l藝大フィルハーモニア管弦楽団)

田吉佑久子(日本フィブレヽ一モニー交響楽団)

トランペット
内藤畑裕 (東京都交繰 団)

長銀 司 (元東京フイルハーモニー交督楽団)

ホルン
斎麟 介(東京フィルハーモニー交響楽団 首席)

原川翔太郎(日本フィルハーモニー交響楽団)

ティンパニ
〕I縦也l新 日フイルハーモニー交響楽団 首席)

2021611現 在

最新情報はウェプサイトをど確認ください

10:30

11:00-12:00

12:¶ 5-13:15

-休憩 一

14:15‐ 15:15

15:30‐ 16:30

16:45-17:45

18:30-20:00

開場

榊 真由

中城 良

山上孝秋

鏑木 蓉馬

ゲネプロ

公演

丞 ライアウト・コンサート2021特別編成オータストラ
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