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お問合せ

ご予約

―⌒月費      2,800F]   > 2,6001J

守後′L      l,800:ヨ     > 1,7001再 J

※友の会「小金井メンバーズJチケットは、小金井宮地楽器ホールのみのお取扱い

小金井音楽談話室 Te1/Fax 042‐ 388-8099

"fall koganei―

music@kch.biglobe,nejp

URL httpノ /koganei music.at,webryinfo

チヶットのお取扱い

ご棄由:

11:30～ 12:15(11:15じ H場 )

高校生以下 500円  >  4501可
一般   1,500円  " 1,4001可

※木公L取 よ、20201F3月 7日 の振替公漢となります。中止となった公演のチケットをおf与ちの方
は、そのままご入場いただけます。

※新型コロナウイルス感Iイ コド
「の状況を伝み、ご予約のチケットは公】1当 日の引換もいたします。
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14:00F剤望寅
(13:30F剤ウ舜) 巧ヽ韓枠。高機生の潅めの

小金井宮地楽器ホール小ホール (1階)
鼠轟○国激炒磐卜

>」R武蔵小金井駅 南口徒歩 2分 出演者によるレクチャー付き

1同1日開催′

友の各「こがねいメンパーズ」

友の会「こがないメ

●小命井 宮地染器ホール
(2晴 1『務■・窓II販売ひ)み )

●菊屋文具席 Tel。421381‐ 彎79
(丁R「 はヽ小金井南H従歩5分、|"t金のノk・ 隣)

●セレクトショップゆうす・い Tel o42‐301‐7345
(」R向世小命ナli前 日徒′
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～ 弦の響きを最大限にロオ、わう、 二挺の弦楽春による響演 ～

‖
ストリング・狂 第2弾

‖
に寄せて

今回は、 日本を代表する若手チエリスト・横坂源さんをお迎えし、ヴアイオリン&チェロによるデユオの2大名作とも言うべき、ラヴエル、

コダーイのデユオソナタをお贈りいたします。

横坂さんのチエロの優雅かつ知的な音色、また素晴らしい人柄に魅了され、ぜひご一緒にと思つていた夢がついに叶いましたI

ラヴエル、コダーイのヴアイオリンとチェロの為のソナタは、もの凄いテクニツクが必要であると共に、究極の民族性から来るすざまじい

ほどの生命の力を帯びたフレーズ、音色、壮大な音楽的構築――その素晴らしさは、ここには書ききれないほどの輝いた宝だと感じます。

皆さま、このシリーズ第2弾の弦二挺の世界一 ヴァイオリン・ソロから更に大きな世界への飛躍を、楽しみにしていただきたく思います。

戸田林生 (ヴアイオリン)

1993年エリザベート王妃国際音楽コンクール

優勝以来、日本を代表するヴァイオリニストの

一人として、圧倒的な集中力による清熱的な演

奏で聴く者を魅了している。

日本各地のオーケストラはもとより、モスクワ・

フィル、ロンドン フィル、ドイツ・カンマー'フイジレ、

また小澤征爾、フルネ、ベルティーニ、アルゲリッチ、

アファナシエフらとも共演している。

94年、第 4回 出光音楽賞を受賞。97年 に

ニューヨーク ァビュー。2010年 にはピアノの

アファナシェフとのデユオを東京および福井で

行う。デビユー 20周年を迎えた2013年 には

東京、大阪、神戸、福井にて、協奏曲、デユオ、

無伴奏等多くの録台で大好評を博した。

CDは JSバツハ、20世紀の無伴奏作品集、
エル=バシャとの「フランク&シューマン:ヴァ

イオリン・ソナタ」などリリース。

現在フエリス女学院大学音楽学部演奏学科教

授、桐朋学園大学音楽学部非常勤講師。

オフィンャルホームページ
http://yayOitOda com/

横坂 源 (チエロ)

ccil yokosattViolonc】 皓
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桐朋学園女子高等学校 (男女共学)、 同ソリスト

ディプロマ・コースを経て、シユトゥットガルト国

立音楽大学、並びにフライブルク国立音楽大

学で研鑽を積む。

2002年 、15歳で全日本ビバホール・チェロヨ

ンクール最年少優勝受賞。2005年 に出光音

楽賞、2008年 に齋藤秀雄メモリアル基金賞、

2010年にミユンヘン国際音楽コンクール第 2

位、2012年 にホテルオークラ音楽賞など多数

受賞。室内楽部門では、2009年 に全ドイツ学

生音楽コンクールで第1位を受賞。

13歳で東京交響楽団とサン=サーンスのチェ

ロ協奏曲を共演したのを皮切り1こ 、多数のオー

ケストラと共演し、ソリスト、室内楽奏者として

も、ラ フオル・ジュルネTOI《YO、 東京・春

音楽祭、武生国際音楽祭など多数出演。

2020年 12月、「シユーマン&メ ンデルスゾー

ン (ピ アノ:加藤洋之)Jをリリース。

2020年には演奏活動20周 年を迎え、全国各

地でソロリサイタルやオーケストラとの協演を展

開した。
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戸田 弥生 (ヴァイオリン)
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E― man、 Fax

でのお申込み

小金井音楽談話室 TEL/FAX:042H388‐ 8099
E―man:kOganei― music③ kch biglobe neip

ご来場されるお客さまへのお願い

。新型コロすウイルス感染症の状況を鑑み、ごラ約

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。

・マスクの者用

。こまめな手洗い、手指消毒

。人との間8馬を空ける

。大きな声で会話しない

。以下の方は来場をお控えください。

・発熱、呼吸器症状 (せき、くしゃみ等)がある方

・ 2週間以内に感染拡大地頭や国への来訪歴があ

る方、またはその濃厚接触者の方

※ラ約をキャンセルされる場合は、修す小◇井音楽談話

室(042-388-8099)ま でご連イ各ください。

※無断キャンセルの防止にご協ぬをお願いいたします。

代表者のお名前、連絡先、券種、枚数、
おSI換方法 (①下記お取り扱い店での

お31換、②お振込みの上ご郵送のしヽす
れか)を明記の上お申し込みください。
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誕I込の爆のお娠込先

多摩信用金庫 小金井南□支店

普通□座 8506920
名義 コガネイオンガクダンワシツ

反の会「小金井メンバーズ」チケットは、

小金井 宮地楽器ホールのみのお取扱い

0・

公演の詳4側 は、 llヽ金井音楽談話室のサイ トも是非ご覧ください。

URL i httpi//koganei― music.at,webryJnfo

●小金丼 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
営業時間 (水曜・ 日曜 定休)

平日 9:30～ 19:OO
視日 10 iOO～ 19iOO

0セレクトショップゆうすい
TEL 042-301-7345
営業時間 (日 曜・祝日定体/不定体あり)

呆γ全421認κ431謎
土   刊3iOO～ ¬8tOO 範 達

チケットのご予約 。おF口]い合わせ

チケットのお取り扱い店

コンサートや観濠Uに、
ちょっとオシャレをして
お出かけしたいあなたヘ

個性を大切にした大人の支iltの ための

洋服と雑貨のお店です。

筆基桜:i擁惜:鶴 課
小金井市中町4‐ 14-15
(前瞑榎土交基点角)

TEL:042-301-7345

菊屋文具店
至 新宿

9:30～ 19iOO(日 曜・水曜定休)

ル

お偽Bl狙

ぶあつと心ぉ―むA地議

飲食可能な、地域の交流スペース

を提供してしヽます。

印翻
∵拠戦与冤
FAXi 042-384-9153

筆記具・ファイル・学用文具・紙製品・

カード・フアンシー文具・レター・典礼

用品・印章E口刷・コミック用品など

主な取扱商品

武蔵小金井駅


