
島本音楽協会 2017年度コンサー トのご案内

第177回コンサー ト

「フレッシュコンサート」～若き音楽家たちの競演～
上田真実/フ ルー ト

10歳からフルートを始める。第65回全
日本学生音楽コンクール大阪大会入選。
第22回浜松国際管楽器アカデミーにて
工藤重典、ニース夏期国際音楽アカデミ
ーにて、クロード・ルフェーヴルのク

| ラスを修了。これまでに沖村朋子、市
1 川智子、沼田陽一、上野星矢の各氏に

' 
師事。現在、同志社女子大学学芸学部
音楽学科演奏専攻 3回生。

Piacere(ピ アチ ェー レ)/
木 管 二 重 奏

中尾広輝 (ク ラリネット)

富山和佳菜 (フ ァゴッ ト)

袋布堅太郎 (オーボエ )

大阪音楽大学の同期生 3人 で

結成。
Piacereと は 一イタリア語で
「初めましてJと いう挨拶の意

味があ り、その他 にも楽 しみ

や喜びという意味もあるので
「演奏 を聴 いて喜んで頂けた

り、楽 しめる音楽 を届けたい。」 という気持 ちを込めて名

付けま した。現在、大阪音楽大学 4回生。

第178回コンサー ト

山下 道 子 /ピ ア ノ

愛知県立芸術大学卒業。同大学院修 了。

福井尚子、大堀敦子、Eザ イラー、成
川ひ とみの各氏 に師事。現在、大阪保

育福祉専門学校非常勤講師。

第180回コンサー ト

「楽しいクリスマスコンサー
池 田真 己/バ リ トン

1990年生まれ。島本町在住。京都市立

芸術大学大学院声楽専攻 を今春修 了。

島本町発のバ リトン歌手 として地元 を

中心 に演奏活動 を展開 し、ボイス トレ

ーナー としても活動の幅を広げている。

神戸市混声合唱団団員。

神 崎 知 子 /キ ー ボ ー ド

大阪音楽大学音楽学部 ビアノ専攻卒業。
tomoco Kと してアコーステ ィックロ

ック トリオ 「よるJの ボーカル &ビア

ノを担 当。大阪水上隣保館ゆ りの礼拝

堂 にて 2010年 よ リチャリティーコン

サー トを毎年開催 している。

渡 邊 清 子 /ハ ープ

10歳 よ リハープを始める。相愛高校音

楽科ハー プコース を卒業。京都女子大

学文学部 に入学 し、在学 中に大阪音楽

大学弦楽器専攻ハー プコースに編入。

現在、大阪音楽大学 4回生。野田千晶

氏、田渕順子氏 に師事。

「第22回 島本含唱フェスティバル」

村瀬理子/ヴァイオ リン

旧京都市立堀川高校音楽利 (現京都市
立京都堀川音楽高校)、 京都市立芸術大
学音楽学部卒業。 1日 西ドイツ国立ヴュ
ルツブルク音楽大学に留学。帰国後は、
旧アンサンブル・アート・オブ・フーガの
コンサートミストレスとしてバッハのカ
ンタータ、管弦楽組曲全曲演奏会、ブ
ランデンブルグ全曲演奏会など多数の
コンサー トにソリス トとして出嵐 室内

楽でも精力自|に活動するほか多数のオーケス トラでもコンサー

トミス トレスを務める。現在、京都新祝祭管弦楽団のコンサー

トマスターを努めるかたわ ら母校の京都市立音楽高校のヴァ

イオリン科非常勤講師、神戸女学院大学ヴァイオリン非常勤

講師 として後進の指導に力を注いでいる。

蘊

下 久 聡 二 郎 /ピ ア ノ

大阪府出身。 17歳か ら本格的にビアノ

を始める。現在、大阪音楽大学 ピアノ科

3回生。専F5特殊研究クラスに在籍 し、

松永昌子氏に師事。第 26回 日本クラシ

ック音楽コンクール全国大会出場。学内

オーディションを経て、第 48回ミレニ

アム・ステューデント・コンサー トにソ

ロで、第 51回 に二台四手で出演。

漬口若菜/ソ プラノ
大阪芸術大学演奏学科声楽専攻今春卒

業。在学中、久保惣美術館 コンサー ト

に出演。オペラでは、第 38回大阪芸術

大学オペラ公演 「魔笛J侍女 1、 卒業制

作オペラ公演 「愛の妙薬Jアディーナ、

ジャンネッタで出演。東野亜弥子氏 に

師事。

村瀬響/ヴァイオ リン

京都市立音楽高等学校、桐朋学園大学カ
レッジディプロマコース桃 2013年に
は青山文化財団バロックザールにてオー
ルフランスのプログラムでヴァイオリンリ
サイタルを開催する。2014年にはオー
ケストラアンサンカ レ京都とソリストと
して共演。2015年には京都シティフィ
ルハーモニー交響楽団とソリストとして
瓶 いずれも高い評価を得る。2015年 、

音楽LI体 町hsi KttT』 立ち 上げ。弦楽 DIJC『響架』のメ

ンバー。アルゼンチンタンゴにも意欲的に活動し、2013～ 15

年の間本格派タンゴ集団『アス トロ リコ』のメンバー とし

て活躍 していた。今 までに戸上和代、木村和1代 、西和田ゆ

う、森下幸路、原田幸一郎氏に師事。アルゼ ンチ ンタンゴを、

麻場利華、門奈紀生の各氏 に師事。現在は演奏活動の傍 ら

後進の指導 にもあたっている。

竹本絢乃/ソ プラノ

同志社女子大学学芸学部音楽学科演奏
専攻声楽コース卒業。同志社女子大学
音楽学会 《頌啓会》特別専修生修 r。

原祐子、藤原啓子、福田桂子の各氏に
師事。関西二期会準会員、高槻音楽家
協会会員。

康成/ギター

京都西陣出身のボーカリスト、ギタリ
スト。アコースティックロックトリオ
「よるJのメンバーとして精力的にライ
ブ活動を展開している。
音楽家としての信条は「在野J「 ジャー
ナリストであれJ。

]■

～島本町内の合唱団が参加する楽しい合唱フェスティバル～

島本混声合唱団/やまぶきコーラス/ゆ りの花コーラス/コ ールあんだんて
ピアチェーレ/四小PttAコ ーラス同好会 “シャンテ"/女声合唱団」yoJyo

第179回コンサート

「村瀬理子・村瀬響 ヴァイオリンデュオ リサイタル」
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軋 贄 嚢義鳳:


