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1977年生まれ。小児癌により生後 lヵ月で失明、

4才半よリピアノを始める。

小学校卒業と同時にウイーン国立音大準備科入学。

盲人弱視者国際音楽コンクール (チ ェコ)、 エトリンゲン青少年国際ピアノコンクール (独 )

最年少優勝、ロン=ティボー国際コンクール第 2位 、ショパン国際コンクールワルシャワ市長賞他。

都民文化栄誉章、出光音楽賞、点字毎日文化賞受賞。フランス回立管、N響など国内外の

オーケストラ、小澤征爾、フルネ他多くの指揮者と共演。TV朝 日「徹子の部屋」、

NHK「芸術劇場」「N響アワー」、「徹子の部屋クラシック」等出演。

佐々木弥栄子、高岡慶子、阿部美果子、E.D=ヴァイスハール各氏に師事

リサイタ
"レ

・ライブ他CD多数。

CD「リサイタル2013」 、「ダヴイッド&梯 デュオ・リサイタル2015」 は「レコード芸術」誌特選盤。「リサイタル2014」 Pツサイタル2016」 、「ダヴィッド&梯 デュオ・リサイタルVol.割 、

「ダヴィッド&梯 デュオ・リサイタル2017」 、「ショパン:ピアノ・ソナタ第2番&第3番」、Wダヴィッド&梯 岡J之デュオ・リサイタル201団
「ショパン:ノクターン・即興曲、シューマン

'ク
ライスレリアーナ」は、準特選盤。

●お問い合わせ:有限会社ソナーレアートオフィス 〒145-0064東 京都大田区上池台3-5ぃ 18電話:03-5754-3102/フ ァッ
`フ

ス:03-5754-3103

E Mail:info@SOnare‐ a武―o百ice,cojp uRL:http://wwuSOnare― a武―office coお p

日E寺 :9月 8口 012障20分聞場
第一部 (13時 00分開演〕:梯 岡」之 ピアノコンサート

第二部 〔13時 50分開演〕:水澤心吾「早稲田の虎」を語る

場所 EJR臨 Jヽ金丼駅南口 [小金 井 自 地 楽 器 大 ホ ー ル ]

左記のように思つて、苦労が去り楽になる 【桜】ロシアからをウグライナの土地

を守る愛の本 【気】と信じ、個人から個人へのサステナブルの友情を咲かせます。

ハッピープヾン焼き機 (今川焼セット)中にキーマカレー、リンゴとカスダード、チョ

コとラズベリー等 (冷凍にして戦場の食事になります。

ご来場の方に多機能マスク三種、松本ユミの特許取得品 (市

販3000円相当)全員にプレゼントいたします。

お願い:ア ピエでは、ウグライナ支援。目の不自由な方への支l展の寄付を募つております。

趣旨にご賛同いただけましたら、[2021246@gmail,COm(高里こ`宛)]ま でご連絡ください。

<眼の不自由な方とウクライナの方を、無料で招待させていただきます。>

写真 :尾形正茂

①ピアノ・ソナダ第11番イ長調k.331

「トルコ行進曲付」(モーツァルト)

②エリーゼの為に (ベートーヴェン)

③雨の樹 素描 (武満徹)

④水の反映 (ドビュシー)

⑤子犬のワルツ (ショパン)

● チケットのお申し込み 。お問合せは

襲面をご覧ください。

の本は、祈願Iの祈

さ=去
く=苦
ら=楽



早鯖巴0

勇氣と青跡 ウタラ  選る囲
“早稲田の虎"こ と、   |
岩井良平の奇所の一生を
☆ヘレン・ケラー氏から激真!☆世界で唯―の全盲の発明家。

☆「第5回 国際胸部医学学会 (50カ 国)」 日本人2,700人 の研究者から5名 が選出された内の1名。

☆スイモ'M・ ファイバー博士 (カ リフォルニア大学胸部学会会長)が、1ミ リの1/20,000水 油微粒化に

成功した「岩井式油脂吸入器」は、ノーベル賞研究者S,A.ワ ックスマンのスプレブトマイシン

以上の結核治療効果を認める。

水澤心吾が語ります。
E脚本:さ らだたまこ〕

日時:9月 8日 612時20分開場
第一部 〔13時 00分開演〕:梯 岡」之 ピアノコンサート

第二部 〔13時 50分開演〕:水澤心吾「早稲田の虎」を語る

場所 :J賦蔵ザ」喰井駅南口 [小金 丼 目 地 楽 器 大 ホ ー ル ]

鶴 Fヽl考ニ

承作i考井鷲キ 'コ

▲岩井良平:床件、鶴口治二:主凛でヽ

水澤心吾 プロフィール

1969年、19歳 で上京。

1974年「劇団俳小」に入団し舞台に

立つ。

1977年「天守物語」(日 生淳」場)の 坂

東玉三郎の相手役 IEオ ーディションで

選ばれ、本格的に俳優の道を進む。

以後、テレビ ドラマ、映画、舞台を中心

に活躍。2007年 の初演以来、自らの脚

本による [水 澤心吾一人芝居「決断

命のビザ “SEM PO"杉原千畝物語」]

の公演を国内外で精力的に展開中。

また、10年間学んだニューヨーク・アク

ターズ・スタジオ演技メソッドと心理学

を融合させた、独自のヒーリング心理

学と演技メツッドを確立。現在、セラ

ピストとして各地で心理 トレーナーとし

ても活躍。

艶罐鶏 ごあゆ暮つ 私は小金井衝遭σ,寓地桑器閣側で、 20年程美容窒ヴィヴォーンユミを経営して居ました。私の父が金盲

でありながら1と 絶で奇跡的な生き方をした事を、 9巨優で活躍している水澤心吾さん1こ 講つでいただきたく、 お願いしたのです。

逸の度のウクライナの惨事に何か′ヰどぅの出来る事を霧えまし
｀
ぜ、 この父の人並猛〔Dに しで、 世界の国の不自由な人や逆境の人

に各国語に翻訳して、 贈り届けたとヽと思います。 またウクライナに ξ桜植構子と〔今川焼 《ハッピーパン》】の器具を年因B者の
お仕事になるように贈りたいと思い、 l①チ]tこ NpOを立ち二げる企画をしてい議す。

[松本ユミ《有限会社アピエ》代表取締役 美容家・発明家 [ユ ミ流の成功哲学hatumei happyyumi8717@gmail.COm]

チケット:1名様¥3,S00/η 枚 ペア券(2名様以上)¥3,000/1枚

〔
中く >

チケットの
お申し込み

お問合せ

連 絡 先

小金井 宮地楽器ホール  tel

高野大地 (携帯)    tel
有限会社 アピエ(松本ユミ)tel

042‐ 380‐8077
080‐ 664S‐ 3039
042‐ 301‐2291

寄付愛付

0メール :高野大地 宛 → 2021246@gmail.CO m
〔チケットは、会場の武蔵小金井宮地楽器ホール、同館市民ホール2階

の受付にてご購入できま硯 当日会場でも、チケットをお求めになれます〕

お願い :アピエでは、ウクライナ支援・目の不自由な

方への支援の寄付を募つております。趣旨にご賛同い

ただけましたら、 [2021246@gmail,Co m(高 野

宛)]までご連絡ください。

202209

岩井良平 .釧いつ8剣

早稲田大学経済学部事業

理学博士 【発明家】国内特許 60種以上日米伊独、国際特許取得

【岩井式油脂吸入器】株式会社取締役社長

【岩井の胡麻油】取締役

【岩井同族合資会社】取締役社長

投資家 【株式】連職「岩井独眼竜」

脚本家 【大学の虎】松竹映画、鋳田浩ニデビュー作

【波涛】NHKラ ジオ第一放送 《現、皇太后夫妻に拝聴いただく》

【霧に憑かれた男】日本テレビドラマ

中学時代「現在の高校時代」ボクシングライト級日本チャンピオン獲得

世界チャンピオンの上海キッドが良平を指導

明治神宮国民夏季大会ヨットレース1位優勝。

褒章  【勲 5等瑞宝章】【黄綬察章】【紫綬褒章】【紺緩褒章】【日本赤十宇社金色有効賞】

【赤十字国際委員会賞】

【世界盲人協会日本代表】ニューヨーク国際ビル開催 【第1回世界身障者大会 くパラ

リンピック〉日本の主将、4種競技出場、視覚障碍者水泳部FB、 銀メダル取得。】【第
1回東京オリンピック・パラリンピック、視覚障碍者水泳銅メダル取得。】

《岩井良平のモデル小説》

【早稲田の虎】杉森久英著 《直木賞作家》

【盲虎一代】 布,II周 二著 《直樹賞作家》

社会貢献 「日本身体障碍者団体連合会理事」
「横浜市身体障碍者福祉団体連絡協議会名誉会長」
「財団法人身体障碍者特殊技能養成訓練希望更生会理事」

の虎 独

孝

雪

メールでチケットをお求めの方は

お手持ちのスマートフォンで

QRヨ ードを読み取りください → 鰯


