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19■5開演 (18:45開場)

小金井 宮地―楽器ホーブレ

小ホーブレ

諺聞い合わせ 。ど予約

小金井音楽談話室 Telだax 042‐ 388‐8099
E―rnail i koganei― music@kch.bigiobe.nejp

URL:http://koganei― music.at.webryinfo

プL/イ ガイ ド

全席自由―
,小金井 宮地楽器ホール (2階事務所)Te1 042‐ 380‐8077

※窓 I‖咬売のみ

,菊屋文具店 Tel o42‐ 38H379
(」 R■ (蔵小令ナhttI V止歩5分 ・策4の 月く漆)

,セ レクトショップゆうすい Tel o42‐ 301‐7345

一般 2,800円、シニア(65歳以上)2,500円
学生 2,000円

主催 :小金井音楽談話室 後援 :小金井市、小金井市商工会 イ)RI(蔵 小
ノ
^■ 商 11と 歩 5分  前原 ll文「 交オ;I約 )



時代を支配した精神の深淵に挑苧 !

コロナ禍のため思うように日常を取り戻せない日々が、既に3年続いています。そのような中、ヴィルタス・クヮルテットも活動を継続的に

行うことが困難な状況が続いてさましたが、ようやく“弦楽四重奏の愉しみ"を皆さまにお届けできることになりました。

今回は19世紀という歴史の大転換における始まりと終わり、ロマン派音楽の“黎明"と “llttl熟 "を彩った 2人の天才ユダヤ人作曲家に焦点を

当て、それぞれの代表作をお聴さいたださます。片や、最愛の姉を亡くしたメンデルスゾーンの働哭、片や迫り来る第一次世界大戦の不穏な

空気を反映したツェムリンスキーの焦燥感と、互いに異なる表情を見せながらも、共に個々人の感情を超越し、19世紀という時代に生きる人び

との悲劇的状況、悲劇的な精神が反映された作品です。新ウィーン楽派に属する作曲家たちの鞘市"と して、近年再評価著しいツェムリンス

キーの作品をライヴで聴くことができる貴重な機会ですIぜひお誘い合わせのうえ、お聴さ逃しのないようご来場ください。

丸山泰雄
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三上 亮 (ヴァイオリン)
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ゝ   ,

水戸市生まれ。東京藝術大学を首席で卒業し、アメリカと
スイス・□―ザンヌに留学。国本音楽コンクール第 2位、
ストラディヴァリウス・ヨンクール第 2位など、受賞歴多数。
2007年 に帰国し、2011年まで札幌交響楽団コンサートマス

ターを務めたほか、東京芸術大学非常勤講師、日本音楽
コンクール審査員などを歴任。また、各地のオーケストラ
のグストコンサートマスターとしても度々招かれている。

封馬 佳祐 (ヴアイオリン)

東京都生まれ。東京藝術大学を経てパリ国立高等音楽院
ヴァイオリン科を首席で卒業。同音楽院修士課程室内楽科
修了。2010年フランス・バッハ国際音楽コンクール第 1位、
2016年ルーマニフ国際音楽コンクールにてグランプリ (全

部門最優秀賞)受賞など、受賞歴多数。日本のみならずヨー
ロッパ各地でソロや室内楽の多数の演奏会を行っており、
著名な音楽祭への出演やオーケストラとの共演も多数。

ざ万。そ

大阪生まれ。桐朋学国大学卒業、パリ国立高等音楽院大
学院にてブルーノ・パスキエ氏に師事。ミュンヘン国際音
楽コンクール・ヴィオラ部門第 3位、イタリア・パオロ・ボル
チアーニ国際弦楽四重奏コンクール第 3位など、受賞歴
多数。紀尾井ホール室内管弦楽団、アンサンフル・ベガな
どのメンバーとして、またソロや室内楽にて活躍。

丸山 泰雄 (チ ェロ) 〕狂
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仙台市生まれ。東京藝術大学卒業後、イタリア、ドイツで

学んだ。日本音楽コンクール第 1位、パオロ。ボルチアー
ニ国際弦楽四重奏コンクール第 3位など、数多くのコン
クールで上位入賞。チェ国の可能性を広げるコンサ=卜 を

次々と企画し出演する一方、わが国主要オーケストラの客
演首席奏者も務める。紀尾井小―ル室内管弦楽団のメン
バー、ヴィルタス・クヮルテットおよびスーパー・チェロ・ア
ンサンブル・トウキョウのリーダー。
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でのお申込み

小金井音楽談話室 TEL/FAX:042日 388口 8099

E―man:koganei― music@kch biglobe nelp

ご来場されるお客さまへのお願い

。新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、ご予約の

チケットは当日引換もいたします。

●感染拡大防止にご協力ください。

・マスクの着用
。こまめな手洗い、手指消壱
。人との間隔を空ける
。大きな声で会話しない

。以下の方はご来館をご遠慮ください
。375℃以上の発熱、咳、B困頭痛、風邪などの症状のある方
。新型コロナウイルス感染症陽性の方、保健所により濃

厚接触者と認められた方

・帰国・入国後の自宅等待機期間に該当する方

※予約をキャンセルされる場合は、感す小金井音楽談話室
(042-388-8099)ま でご連絡ください。

※無断キャンセルの防止にご協力をお願いいたします。

代表者のお名前、連絡先、券種、枚数、
お31換方法 (①下記お取り扱い店での
お引換、②お振込みの上ご郵送のいす
れか)を明記の上お申し込みください。

多摩信用⇔庫  」ヽ金井南□支店

普通□座 8506920
名義 コガネイオンガクダンワシツ

0・
公演の詳細は、小金井音楽談話室のサイ トも是非ご覧ください。

URL: http://koganei― music.atowebrylnfo

。小金井 富地楽器ホール
(2階事務室・窓□販売のみ)

●菊屋文具店
TEL 042-381-1379
営業9き F日5(水曜。日曜定休)

平日 9:30-コ 9:OO
ネ兄日 コOiOO～ 19iOO

0セレクトショップゆうすい
TEL 042-30コ ー7345
営業時間 (日 曜・祝日定休/不定体あり)

月～水 」O:30～ 18:OO
木・金 12:OO～ 19iOO
±   13iOO～ コ8iOO

チケットの|ご予約 ,お間tヽ合わせ

チケットのお取り扱tヽ店

コンサー トや観劇に、
ちょっとオシャレをして
お出かけしたし】あなたヘ

個性を大切にした大人の支ll生 のための

洋服と雑貨のお店です。

月～水
木・金
上1韓

―

a寄ガ

日祝

定体

小金井市中町 4-14-15
(前原坂上賓建点角)

TEL:042… 301-7345
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筆記具・ファイル・学用文具・紙製品

カード・レター・典礼用品・印章印刷
など

主な取扱商品

武蔵小金井駅菊屋文具店
至 新宿

9:30～ 1 9iOO(日 曜・水B翌 定休)

小
金
井
街
道

太陽病院

お胡Iみ興

ぶあつとふぉ―t,A地撤

飲食可能な、地域の交流スペース

を提供 しています。

駒 照扁扁澗
堪言拠砲翫1〒酢g
FAX 042-384-9153


