寺下 真理子

サロンコンサート

〜バッハの音海シリーズ・花伝の会〜
OtonoUmi Hana Fushi Tsutafuru

2018. 10. 4 ( 木 )
19 時 00分
開場 18 時30分

開演

会場 HITOMIホール（名古屋・千種）
チケット（自由席） 一般 4,000 円
学生 2,500 円
※未就学児童は同伴の場合でも入場いただけません

Program

グリーグ ヴァイオリンソナタ第3番 ハ短調 作品45

バッハ パルティータ2番 BWV826より アルマンド、シャコンヌ
リスト グランドデュオ コンチェルタント S .128
ラヴェル ツィガーヌ

他

※変更となる可能性がございます

Ticket

TEL : 052 265 7405

MAIL : info@oﬃce-nobuchi.com
イープラス http://eplus.jp

※ファミリーマートでは会員登録は不要です。

Access

愛知県芸術文化センター・プレイガイド
TEL : 052 972 0430
桜通車道

桜通

4番出口

地下鉄車

赤荻

道駅

大塚屋車道本店

錦通車道

坂角総本舗葵店

メルバルク

錦通

地下鉄千種駅

駅

5番出口

広小路通車道

広小路通

JR

千

種

メニコンANNEX

千種駅北

メニコン本社

コイン P

千種駅前

セブンイレブン

千郷町

フィットハウス

河合塾

至 今池 →

メニコンは禁煙運動を推進しています。

JR「千種」駅 地下鉄改札口方面 5番出口より徒歩4分
地下鉄東山線「千種」駅 5番出口より徒歩4分
地下鉄桜通線「車道」駅 4番出口より徒歩7分
メニコン本社 北側の建物です

主催

花伝の会

マネジメント: Music Oﬃce Nobuchi

寺 下 真 理 子 サ ロンコンサート

〜バッハの音海シリーズ・花伝の会〜 OtonoUmi Hana Fushi Tsutafuru

寺下 真理子

Mariko Terashita

Violin

東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校、
同大学卒業。第 1 回五嶋みどりレクチャーコンサー
トに出演。第 50 回全日本学生音楽コンクール中学生の部大阪大会第 2 位受賞。第 2 回宮崎
国際音楽祭にて、故アイザック・スターン氏の公開レッスンを受講。五嶋みどりデビュー 20 周
年記念コンサートにて共演。第 2 回東京音楽コンクール弦楽器部門第 2 位受賞。2014 年
「大
桑文化奨励賞」
、2017 年「平成 29 年度 和歌山市文化奨励賞」を受賞。これまでに東京フィ
ルハーモニー交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、仙
台フィルハーモニー管弦楽団、
日本センチュリー交響楽団、
九州交響楽団他と共演。キングレコー
ドより「Ave Maria」、
「Romance」をリリース。ハイレゾ配信サイトや韓国でのクラッシックラ
ンキングで 1 位を獲得。現在は、日本のみならず海外公演などの様々なコンサート・リサイタル・
公演の他、テレビ・ラジオなどにも積極的に活動中。
ホームページアドレス：http://www.oscarpro.co.jp

須関 裕子

Hiroko Suseki

Piano

愛知県出身。桐朋学園大学音楽学部卒業、同研究科首席修了。16 歳で第２回チェルニー＝
ステファンスカ国際ピアノコンクール優勝、ポーランド各地でリサイタル。第 16 回宝塚ベガ
音楽コンクール優勝。2018 年２月、初のソロ CD「LaCampanella」をリリース。国内外の
演奏家からの信望も厚く、多くの奏者のリサイタルやＣＤ等で共演している。
桐朋女子高校・同大学非常勤講師。

バッハの音海シリーズ 演奏会一覧
2018 年

10

22

篠原 悠那

開演 19時00分
5/R Hall&Gallery
Yuna Shinohara

Violin

11

29

松田 理奈

12

20

開演

18時30分

長久手市文化の家 風のホール

Violin

松田 理奈
寺下 真理子

Lina Matsuda

Violin

Mariko Terashita

Violin

（C）Shigeto Imura

2019 年

3

Lina Matsuda

2001 年第 10 回日本モーツァルト音楽コ
ンクール第１位、2004 年第 73 回日本
音楽コンクール第１位。
これまで国内の主要オーケストラに加
え、ハンガリー国立フィル、ヤナーチェク・
フィル、スーク室内オーケストラ、
ベトナム響など数々の楽団や著名指揮者
と共演。2018 年にはブラームスとフラ
ンクのソナタを収録した 5 枚目のアルバ
ムをリリース。

第 80 回日本音楽コンクール第 2 位、
並びに岩谷賞受賞。第１回宗次ホール・
ツィゴイネルワイゼンコンクール優勝。
2016 年カルテット・アマービレとして世
界最難関で知られる第 65 回 ARD ミュ
ンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部
門第 3 位に入賞、あわせて特別賞受賞。
使用楽器は宗次コレクションより貸与
されている 1832 年製 G.F. プレッセンダ
“カール・フレッシュ”。

(C)Kei Uesugi

開演 19時00分
HITOMIホール

3

南 紫音

開演 15時00分
HITOMIホール
Shion Minami

Violin

3

小林 美樹

Miki Kobayashi

Violin

ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコン
クールにて第 2 位を受賞して、一躍注目
を集める。国内主要オーケストラをもと
より、
ヴェンゲーロフ氏指揮のもとでポー
ランドのオーケストラともたびたび共演。
宮崎国際音楽祭、鎌倉芸術館ゾリステ
ンなどにおいては室内楽にも精力的に活
動を展開。CD はオクタヴィアよりリリー
ス。出光音楽賞を受賞。

ロン = ティボー国際音楽コンクールにて
第 2 位、アルベルト・クルチ国際ヴァイ
オリン・コンクールにて優勝、難関で知
られるハノーファー国際ヴァイオリン・コ
ンクールでは第 2 位を受賞。フランス国
立管、リール国立管、サンカルロ歌劇場
管、ビルバオ響などとも共演。CD はユ
ニバーサルからリリース。出光音楽賞を
受賞。ハノーファー在住。

（C）Shuichi Tsunoda

開演 15時00分
HITOMIホール

16

（C）Shigeto Imura

主催

花伝の会

お問い合わせ先 / マネジメント Music Oﬃce Nobuchi TEL : 052 265 7405 MAIL : info@oﬃce-nobuchi.com

