
ＮＰＯ法人 関西芸術文化支援の森ゆずりは 

設立 10 周年記念

第１０回 ゆずりはコンサート

～ 東日本大震災被災地支援 ～

2022 

2／13 
Sun.

 

13:30 開演 (12:45 開場）

神戸新聞 松方ホール

♪ 第１部

ヴェルディ　

ガーシュイン

ジャン = ミシェル ・ ダマーズ

♪ 第２部

モーツァルト

モーツァルト

パ プ ス ト        

主催 ：

後援 ：

入場料 ： 2,000 円　

Makio Ueda
Makio Ueda

Kosuke Akimoto

Kosuke Akimoto

客演指揮　上田 真紀郎

ゲストピアニスト
秋元 孝介

歌劇 ｢ 椿姫 」 より

　　“ああ、 そは彼の人は～花から花へ”

ラプソディ ・ イン ・ ブルー

２本のフルートとピアノのためのトリオ

交響曲 第 29 番 イ長調 K.201 第１楽章

ピアノ協奏曲 第 23 番  イ長調 K.488　

チャイコフスキーのバレエ

｢ 眠れる森の美女 」 による演奏会用パラフレーズ　                                     

＊ 神戸新聞松方ホールへのアクセス　神戸市中央区東川崎町 1-5-7 神戸情報文化ビル４階 
 　　　　　　JR ｢神戸」駅、 市営地下鉄海岸線 「ハーバーランド」駅  より徒歩 10 分    
　　　　　　 「高速神戸」駅より徒歩 15 分

ＮＰＯ法人 関西芸術文化支援の森ゆずりは

兵庫県、 兵庫県教育委員会、 ( 公財 ) 兵庫県芸術文化協会、 神戸市、 神戸市教育委員会、 西宮市

西宮市教育委員会、 ( 公財 ) 西宮市文化振興財団、 朝日新聞阪神支局、 神戸新聞社

産経新聞社神戸総局、 毎日新聞阪神支局、 読売新聞神戸総局、 サンテレビジョン、 ラジオ関西

新響株式会社、 兵庫県立西宮高等学校音楽科同窓会「 音華会」　以上順不同



お問い合わせ・チケットのご予約
 yuzuriha.office@gmail.com  ( 事務局 小池 )
　　　　　　　　　　　　またはこちらから→

感染予防のための対策とお願い
★体温 37.5 度を超える場合、入館をお断りします。
★咳エチケット、マスクの着用、入場時の体温チェック、
　手指消毒をお願いします。
★大声での会話、声援はご遠慮ください。
★ロビーでは ｢密」を避け、入退館時はスタッフの誘導に従
　ってください。
★プレゼント等については辞退いたします。
★緊急連絡時のため、氏名・ご連絡先の把握にご協力くださ
　い。また、必要に応じて個人情報を保健所等の公的機関へ
　提供することがあることをご承知おきください。
　※  詳細はホームページ・チケット裏面をご覧ください。
　　 　　　　　　　　　 https://www.yuzuriha-art.or.jp/

   

指揮：上田 真紀郎
相愛大学音楽学部器楽学科ヴァイオリン専攻卒業。大学卒
業後、京都フィルハーモニー室内合奏団の客演コンサート
マスターを務める。これまでに「若い人のためのサイトウ・
キネン室内楽勉強会」（現：小澤国際室内楽アカデミー奥
志賀）に参加の他、小澤征爾音楽塾オペラプロジェクトや、
世界的チェロ奏者 M. ロストロポーヴィチ氏率いるオーケ
ストラ「キャラバン」、東京・春・音楽祭、サイトウ・キ
ネン・オーケストラ、水戸室内管弦楽団などのオーケスト
ラメンバーとして出演を重ねている。また、2015 年相愛
ジュニアオーケストラ「イタリア公演」では弦楽合奏を指
揮し、現地にて好評を博す。2013 年より兵庫県立西宮高
等学校音楽科オーケストラでは毎年開催される定期演奏会
において指揮を務めている。
現在、相愛大学音楽学部非常勤講師、兵庫県立西宮高等学
校音楽科非常勤講師、天理高等学校芸術分野および弦楽部
講師など、後進の指導を積極的に行っている。

ピアノ：秋元 孝介
2018 年、葵トリオのピアニストとして、第 67 回ミュ
ンヘン国際音楽コンクールピアノ三重奏部門で日本人初
の優勝。現在は日本とヨーロッパで演奏活動を行いなが
ら、明治安田クオリティオブライフ文化財団海外音楽研
修生として、ミュンヘン音楽演劇大学大学院、東京藝術
大学大学院音楽研究科博士後期課程にて更なる研鑽を積
んでいる。これまでに、第 2 回ロザリオ・マルシアー
ノ国際ピアノコンクール 第 2 位、第 10 回パデレフス
キ国際ピアノコンクール 特別賞などを受賞。また葵ト
リオとして、第 28 回青山音楽賞「バロックザール賞」、
第 29 回日本製鉄音楽賞を受賞している。日本とヨーロッ
パの多くの都市でソロリサイタルや室内楽の演奏会を
行っており、いずれも好評を博しているほか、これまで
にリリースされた 3 枚の CD は特選盤に推薦されている。
兵庫県立西宮高等学校音楽科、東京藝術大学音楽学部を
卒業後、同大学院音楽研究科修士課程を修了。

Soprano  大森  花Soprano  大森  花 Piano  平本 直規Piano  平本 直規 Piano  誉田 真弓Piano  誉田 真弓 Piano  塚本 芙美香Piano  塚本 芙美香

Flute  大村 優希Flute  大村 優希恵恵 Flute  野村 茉由Flute  野村 茉由 Piano  藤田 菜央Piano  藤田 菜央

ゆずりは管弦楽団

岡村 友加里・加納 あゆり・河村 真央
関口 林音・廣田 真理衣・村上 順子
山本 真彩・米井 遥香
加茂 夏来・原田 詩穂・平井 菜月美
大熊 勇希・片岡 あづさ
山田 尚代
三田 智美
西林 彩菜・裵 紗蘭
平塚 友美・藤田 華
小西 紗耶加・山本 理恵
池田 留位・野村 美桜　以上五十音順

ヴァイオリン

ヴ ィ オ ラ
チ ェ ロ
コントラバス
フルート
オーボエ
クラリネット
ファゴット
ホ ル ン　　

「ゆずりは」 設立 10 周年を記念して結成いたしました。

司会　樋口 さち江

正司 円コンサートミストレス　


