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⑮マ絣轟艤サ≫クス轟骰載姜卜
Roman―Gakkitthanks Concert since 2014

日頃の感謝の気持ちを素晴らしい音楽でお届けいたします

上森 祥平 &塩見 亮

チェロ&ピアノリサイタル
前半はチェ国の名曲の数 を々、後半はリベルタンゴなどラテン系音楽を

情熱的にお届けいたします。チェ国の魅力を存分にお楽しみください。

演 奏 :チ ェロ奏者 上森祥平/ピアニス ト塩見亮

曲 目 :白鳥 (サ ンサーンス)・ チェロソナタ (ド ビュッシー)

リベルタンゴ (ピアソラ)。 親愛なる言葉 (カ サ ド)

アス トゥリアス (ア ルベニス)※ ピアノソロ 。他

メビウス∞サクソフォンアンサンブ
｀
ルリサイタル

「見ても聴いても楽しめるコンサート」をコンセプトに演奏活動を展開されている

メビウス∞サクソフォンアンサンブル。クラシックから歌謡曲まで幅広いレパート

リーを演奏します。サックス8本の織り成す迫力のサウンドをお楽しみ下さい。

演 奏 :メ ビウス∞サクソフォンアンサンブル

曲 目 :in The Mood。 1青熱大陸 (葉加瀬太郎)

You Raise Me Up(シ ークレットガーデン)

映画を旅して～シネマミュージックメドレー・他

福嶋あかね メゾソプラノリサイタリレ
メゾソプラノはソプラノとアルトの中間に位置する女性の声です。表情豊か

なメゾソプラノの魅力を歌手本人が解説をまじえながらお届けいたします。

後半には会場の皆さまにもご参加いただくコーナーをご用意しております。

演 奏 :メ ゾソプラノ福嶋 あかね/ピアニス ト小林 千夏

曲 目 :恋とはどんなものかしら (WAモーツアルト)

恋は野の鳥～ハバネラ～ (Gビゼー)・ 」ヽさな空 (武満徹)

椰子の実 (大中寅二)。 みんなで歌おう「もののけ姫 (久石譲)」 ・他
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※抽選は第■希望を優先とし、落選の場合は第2希望にて再度抽選をさせていただきま丸

※公平を期するため、抽選に関するお問い合わせにはお答えすることができません。

※各コンサ■卜とも「未就学児は入場不可」とさせていただきます:

※駐車場は台数に限りがありますので公共交通機関・近隣の有料駐車場をご利用ください                . ‐ ‐ ‐‐             ‐        ‐

‐            ■ ‐    |             ‐|■ ■

F)草津1嵩章1津 5-3-」 |てし1嵩草津駅徒歩|1分■鮭車場あり)■場  所 :ロ マ ンホ ー ル (ロ マン楽器草津本店3

■ご入場:各コンサート180名様 (合計540.名 1様)||を無料r招待させていただきます

■主 催 :ロ マン楽器株式会社

ロマン楽器サンクスコンサートに関するお問い合わせは
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2014年 8月、ロマン楽器 40周 年を記念し、滋賀県にゆかりのある音楽家の方々のご協力のもと第 1回 サンクスコンサートを開催させてい

ただきました。5日 間連続のコンサートは非常にご好評をいただき、800名 を超えるお客様にご来場をいただきました。この度、第 3回サンク

スコンサートを開催できますことは地域の皆さまのご支援、またサンクスコンサートの趣旨にご賛同いただきました素晴らしい音楽家の皆さま

のおかげと心より感謝申し上げます。

これからもロマン楽器は「音楽を通して地域に貢献する」ことを業務の目的とし、地域の皆様に最もご支持いただける楽器店であり続けたい

と願つております。今後とも尚―層のご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

回マン楽器株式会社 代表取締役杉江政憲

メビウス∞サクソフォンアンサンブル 8月 23日 吹)出演

(メ ンバー)妹尾 寛子/高橋 沙衣/稲村 芙梨衣/鈴木 達也/大田黒 翔子/森 奈々/谷 良介/神谷 優子

2007年<他にはないコンサートを1>を テーマに大阪音楽大学の卒業生8人で結成。コンセプトをく見ても楽しめるコンサート>に決定し、活動を開始する。大阪、南港のサンセッ

トホールにてデビューコンサートを開催。それに合わせ、メビウスのためにアレンジされた楽曲が出版される。その後、兵庫県立芸術文化センター」ヽホールやレストランなどでリサ

イタルを行う。また音楽専F5tt誌 に活動をとりあげられ、様 な々イベントやラジオなどに出演。学校の芸術鑑賞会などでも演奏活動を行つている。動画配信サイトYOUT∪ BEにメビ

ウスチャンネルを作成し、2013年から毎月一本の新曲、新アレンジの動画をアッフ1クラシックからポップス、オリジナル作品まで様 な々ジャンルのレパートリーがある。

国内外からも高く評価され総再生回数は200万回を突破.【メビウス∞サクソフォンアンサンブルYOUTUBEチャンネル   httpsれvww youtube com/use″ sax0216mebus】

小林千夏 8月 24日 味)出演

滋賀県立石山高等学校音楽科卒業。京都市立芸術大学卒業。第 15回 ′第 16回 ′第

21回滋賀県ピZ/コンクール第 1位及び知事賞 (第 15回 )。 PTNAピ 乃 /コ ンペティ

ション西日本京都デュオ大会第 1位及び讀賣賞。長江杯国際音楽コンクール第 3位。

第フ回滋賀県新人演奏会にて部門優秀賞及び最優秀賞。第23回和歌山音楽コンクー

ル優秀伴奏者賞.平成 21年度平和堂財団芸術奨励賞 (音楽部門 )受賞。これまで

に丼上宏子、松下純子、椿久美子、田隅靖子、神谷郁代の各氏に師事。現在、ソロ

をはじめ伴奏、室内楽等で幅広く演奏活動を行つている。ムジカA国際音楽協会会員。

【コンサートお申込方法】

①下に添付の申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてロマン楽器までお申し込みください。 (ご持参可能)

②ロマン楽器ホームページの専用申込フォームからもご応募いただくことができます。  回マン楽器     爾灘爾

○必要事項に漏れがある場合、当選のご連絡やチケットの郵送ができない場合があります。

④申込多数の場合は抽選とさせていただきます。当選者へは入場チケットの発送をもって当選発表にかえさせていただきます。

〇お電話での当選・落選の問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承をお願いいたします。

(ご持参いただく場合) ロマン楽器草津本店

ロマン楽器大津支店

滋賀県草津市南草津 5-3-3  tel.077-561-3808

滋賀県大津市一里山 1 10 12 te1 077-545-5385

ロマン楽器ユニスタイル栗東 滋賀県栗東市絡 5-14-14   te1 077-5549550

ロマン楽器ユニスタイル守山 滋賀県守山市勝部 3-10-33  tel.077-514-0881

【お申込締切】8月 1日 (月)1800必着 【チケット発送】8月 9日頃にご自宅に郵送させていただきます

上森祥平 8月 22日 0出演

第66回 日本音楽コンクール第1位入賞、tFせて「lA下賞」受賞.各地で開催されたデビューリサイタルでの

高い表現力や表晴を多彩にする包容力は、誌上で高く評価された。JS′ ッヽハ無伴奏チェロ組曲連続演奏会で

成功を収め、誌上で絶賛される.2005年 ベルリン芸術大学を卒業、ヨーロッパ各地で演奏ののち掃国.2008

年より毎年JS,ヽ ッハ無伴奏チエロ組曲全曲演奏会をl.l催 、高い評価を得ても`る。「alIの 日」音楽祭、東京.

春 音楽祭、NHK― BSプレミアム、NHK― FM他多数出演.小林研―郎、下野竜也等各氏の指揮のもと、

東京交響楽国、東京シティ7ルハーモニック管弦楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団、

大阪フイルハーモニー交響楽団、大阪交響楽団等と共演。東京芸lll大 学、及び京都市芸術大学非常勤講師.

京都市芸llI翅ヒ特別奨励普及び京都府文化賞奨励賞受賞.第 14回齋藤秀雄メモリアル基金賞受賞.

塩 見  亮  8月 22日 (月 )出演

京都市立堀川高等学校、東京藝術大学を経てドイツ国立マンハイム音楽大学を最優

秀で卒業、ドイツ国家演奏家資格取得。第 4フ 回全日本学生音楽コンクール大阪大

会高校の部 1位。平成 19年度平和堂財団芸術奨励賞、平成 24年度大津市文化奨

励賞ほか受賞多数.ソ リストとして、ソウル室内合奏団、ブヽ一デン=バーデン管弦楽

団など内外のオーケストラと共演するほか、室内楽奏者として、テレビ、ラジオヘの

出演、青山財団より2008年度′ヽロックザール賞を受賞するなど、幅広い活動は高く

評価されている。Tno RntOnareメ ンバー。現在、京都市立芸術大学音楽学部、相

愛大学音楽学部、京都市立京都堀川音楽高等学校非常勤講師。

福嶋あかね 8月 24日 は)出演

滋賀県立石山高等学校音楽科卒業.京都市立芸術大学卒業.同大学院首席修了。

大学院賞受賞。びわ湖ホールにてデビュー後、様々な舞台や演奏会に出演を重ね、

近年は特に宗教曲や合唱曲のアルトツロを多く務める。また、これまでに神戸市混声

合唱回、ヴオーカルアンサンブル Kyotoに も所属。2012年度バロックザール賞 (青山

音楽賞)受賞。現在、草津カンタービレ、市民合唱団コールライゼ、滋賀県立膳所

高等学校合唱班、奈良フロイデ合
'昌

団、三田楽友協会など、関西各地の合唱団の指

揮および指導に多く携わつている。ロマン楽器 (株 )大人の音楽倶楽部「歌の会」講

師、滋賀県立石山高等学校音楽科講師、京都女子大学講師.

第 3回 ロマン楽器サンクスコンサ…卜申込書

お申込者氏名

様

お電話番号

(             )            一

所住ご
　
一Ｔ

ご来場人数 (最高 4名様まで・未就学児不可 )

名様

備考欄

ご希望のコンサート (第 1希望にO、 第2希望に②とご記入してください)

(   )8/22チェロ&ピアノリサイタル (   )8/23メビウス∞サクソフォンアンサンブル (   )8/24メゾソプラノリサイタル


