
次世代を担う
音楽家たちのコンサート 階
k i z a h a s h i

10 21㈯
ベイシア文化ホール 小ホール
（群馬県民会館）

お問い合わせ

主催

全席自由

ベイシア文化ホール 〒371-0017 前橋市日吉町1-10-1　TEL 027-232-1111　FAX 027-232-1115　http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/kenmin/

※駐車場には限りがあります。できるだけ電車・バスでご来場ください。
※当館駐車場が満車の場合は市営パーク城東（有料、詰め込み駐車の
場合一部助成）をご利用ください。

■当館窓口の場合　予約日から２週間以内にご来館
ください。
■郵送の場合　代金引換にて郵送します。送料・代
金引換手数料はお客様負担となります。
■インターネット販売の場合　公演当日に引換可能
です。銀行振込にてお支払いください。手数料は
お客様負担となります。

※電話予約も出来ます。
※インターネット（販売枚数限定）でも申込み
が出来ます。

チケットの受け取り・支払い

Program
•歌曲集「六つの子供の歌」より 風の子供、たあんき ぽーんき、おやすみ 他…中田喜直作曲
•ラプソディー…ドビュッシー作曲
•ヴェニスの謝肉祭…クラーク作曲
•歌劇「キャンディード」より 「着飾って、きらびやかに」…L.バーンスタイン作曲
•「夜のガスパール」より 第１曲「オンディーヌ」、第３曲「スカルボ」…ラヴェル作曲
•ピアノソナタ 第26番「告別」変ホ長調 op.81a（全楽章）…ベートーヴェン作曲
　　第1楽章 「Das Lebewohl（告別）」
　　第2楽章 「Die Abwesenheit（不在）」
　　第3楽章 「Das Wiedersehen（再会）」

※曲目は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

チケット ※未就学児入場不可

一般 1,000円　高校生以下 500円
託児サービス有　1名 500円
【要予約】公演日の２週間前までにご連絡ください。

公益財団法人群馬県教育文化事業団（群馬県民会館）
後援 群馬県、群馬県教育委員会、朝日新聞前橋総局、毎日新聞前橋支局、読売新聞前橋支局、産経新聞社前橋支局、

東京新聞前橋支局、ＮＨＫ前橋放送局、群馬テレビ、株式会社エフエム群馬

共催 群馬音楽協会、上毛新聞社

一般窓口発売
7月22日㈯ 8：30～19：00
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●声楽ソプラノ：觀堂 恵理子

●サクソフォーン：須永 和宏

●トランペット：新山 泰規

●声楽ソプラノ：豊田 麻理奈

●ピ ア ノ：種井 悠太

●ピ ア ノ：阿形 理央

●ピ ア ノ 伴 奏：黒崎 裕子

2017

14:00開演 13:30開場

平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業　日本の宝・ぐんまの宝Ⅶ

音楽監督：松原 眞介



P r o f i l e
觀堂 恵理子
声楽ソプラノ
国立音楽大学音楽学部声楽学科卒業、同大学
大学院音楽研究科声楽専攻（オペラコース）
修了。二期会オペラ研修所マスタークラス第
53期修了時に優秀賞受賞。第28回ぐんま新人
演奏会出演。第28回ソレイユ音楽コンクール
第三位　審査員奨励賞受賞。第21回友愛ドイ
ツ歌曲（リート）コンクール入選。第12回日

本アンサンブルコンクール優秀演奏者賞全音楽譜出版社賞受賞。多摩フ
レッシュ音楽コンクール入選。群馬音楽協会会員。二期会会員。これま
で声楽を長島剛子氏、小澤美佐氏に師事。ピアノを高橋慶子氏、長澤芙
美子氏、山越真美氏に師事。
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新山 泰規
トランペット
東京農業大学第二高等学校卒業。洗足学園音
楽大学卒業。卒業時に優秀賞を授与される。
13歳よりトランペットを始める。大学在学中
に群馬新人演奏会オーディションに合格し同
演奏会に出演。現在はクラシックからジャズ
まで様々なジャンルでの演奏活動を行ってい
る。ジャズエンターテイメントバンド『タカ

サキシティバンド』に所属し年間300本を超える演奏活動を行なっている。
また、子供から大人まで幅広い世代へ楽器指導を行い、トランペットを
通して音楽の素晴らしさを伝えている。群馬音楽協会会員。

にいやま たいき

須永 和宏
サクソフォーン
群馬県前橋市出身。東京芸術大学音楽学部器
楽科サクソフォーン専攻卒業。同大学大学院
修士課程修了。第28回ぐんま新人演奏会に出
演。これまでにサクソフォーンを冨岡和男、
池上政人、須川展也、大城正司、黒澤香の各
氏に、室内楽を冨岡和男、中村均一、大和田
雅洋、林田祐和の各氏に師事。現在はフリー

奏者として演奏活動をする傍ら、後進の指導にもあたっている。群馬出
身の東京藝術大学生、卒業生で結成した「Musica Concad'oro（ムジカ 
コンカドーロ）」メンバー。島村楽器講師。群馬音楽協会会員。

すなが かずひろ

黒崎 裕子
ピアノ伴奏
前橋市出身。桐朋女子高等学校音楽科、桐朋
学園大学音楽学部卒業。第28回ぐんま新人演
奏会出演。モーツァルテウム夏期国際アカデ
ミーに参加しディプロム取得。海外にてバル
バラ・ヘッセ＝ブコフスカ、イェジー・スリ
コフスキーのマスタークラスを受講し研鑽を
積む。群馬を中心に演奏活動を行う傍ら、自

宅で後進の指導を行う。合唱団いずみピアニスト。有坂中央学園非常勤
講師。群馬音楽協会会員。

くろさき ゆうこ

種井 悠太
ピアノ
高崎市出身。幼い頃より母からピアノの手ほど
きを受ける。2003年、群馬県ピアノコンクール
中学の部最優秀賞、並びに大賞受賞。2007年、
新島学園中学、高校を経て渡欧。オーストリア
国立ザルツブルクモーツァルテウム音楽大学に
入学し、G・ケルンに師事。同大学のピアノ演
奏科において2013年学士課程、2016年大学院

修士課程を共に最優秀の成績で卒業。2014年、ウィーン・インターナショナル・
サマーアカデミーにおいて、ピアノコンチェルトソリストオーディションに
合格しシンフォニエッタ・バーデンと共演。演奏会の模様はオーストリア国
営放送（ORF）にて放送される。これまでに、アボ・クユムジャン、オリヴィエ・
ギャルドン、ドミニク・メルレ、パスカル・ロジェの各師のマスタークラス
を受講。2014年より、スイスに拠点を置くモーツァルト・アンサンブルのメ
ンバーとしてオーストリア各地で、ソロ、室内楽の演奏活動を行う。

たねい ゆうた 阿形 理央
ピアノ
５歳より母からピアノを習う。北関東ジュニ
アピアノコンクールにて2014年、2015年最高
賞を受賞。第６回全日本ジュニアピアノコン
クール第２位。第７回グレンツェンピアノコ
ンクール全国大会第１位。第31回全日本ジュ
ニアクラシック音楽コンクール第４位（１位、
２位なし）。第30回群馬県ピアノコンクール

にて最高賞を受賞。阿形深雪氏、広瀬宣行氏に師事。現在、東京音楽大
学付属高等学校ピアノ演奏家コース１年に在学中。

あがた りお

豊田 麻理奈
声楽ソプラノ
前橋女子高校、東京芸術大学声楽科卒業。各
地でのコンサート出演の他、映画「さよなら
渓谷」（モスクワ映画祭審査員特別賞受賞作
品）劇中音楽の全編ソロヴォーカリスト担当、
篠山紀信映像作品のヴォーカリスト担当、
2017年ミュージカル座ミュージカル「ひめゆ
り」出演等、幅広く活動している。芸大卒業

生ユニット「ムジカ･コンカドーロ」「トリオ･フェアデ」メンバー。
群馬音楽協会会員。Blog→アメブロ「豊田麻理奈のとよだま！～豊魂～」

とよだ まりな

アクセスマップ

プロフィール

A c c e s s  m a p


