
原田幸一郎とヒルサイドテラス合奏団
原田幸一郎のもとで研鑚を積んで巣立った若手演奏家がヒルサイドテラスに結集

CON
CERT

2017.12.14 [ 木 ]　開演19:00 (開場18:30)
ヒルサイドテラス　ヒルサイドプラザ (東急東横線　代官山駅から徒歩3分）会 場

全席自由席　一般 4,000円　　クラブヒルサイド会員／学生 3,000円会 費

音楽監督・指揮 原田幸一郎

プログラム

①ドビュッシー : 弦楽四重奏曲 ト短調 Op.10

②ドホナーニ : 弦楽三重奏のためのセレナード ハ長調  Op.10

③メンデルスゾーン : 弦楽四重奏曲 第6番  へ短調 Op.80

④ベートーヴェン :　弦楽四重奏曲第9番「ラズモフスキー第3番」Op.59-3より 第4楽章

朝倉不動産株式会社

主 催

ヒルサイドプラザ事務局
TEL : 03-3780-5977
E-mail : rental@hillsideterrace.com

予約・お問合せ

郵便局よりご送金ください。
郵便局振込先:加入者名/ヒルサイドプラザ
口座番号:00160-3-393955
ご希望枚数、一般、または
クラブヒルサイド会員・学生、合計金額、
郵便番号、住所、お名前、電話番号を
ご記入の上、ご送金ください　

チケットのご購入
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東急東横線［代官山駅］下車　徒歩3分
東急東横線／地下鉄日比谷線
［中目黒駅］下車徒歩7分
JR山手線／JR埼京線／
地下鉄日比谷線
［恵比寿駅］下車徒歩10分
バス／東急トランセ（渋谷駅発）
[ヒルサイドテラス]下車

アクセスマップ



ARTIST PROFILE

桐朋学園で学び、ジュリアード音楽院にて
ポール・マカノヴィッキー、ドロシー・ディレイ、
イヴァン・ガラミアンの各氏に師事。1969 年に
東京クワルテットを結成。世界各地の音楽祭に出演。
1988 年には指揮者として新日本フィル演奏会で
デビューし、指揮者としても活躍している。
ロン＝ティボー、ミュンヘン、オイストラフ、
ハノーヴァー、ロンドン、ソウル等、数多くの
国際コンクールの審査員を務めている。
現在、桐朋学園大学教授、東京音楽大学特任教授、
ならびに韓国国立芸術大学客員教授。
いしかわミュージックアカデミー音楽監督。

原田幸一郎
音楽監督・指揮

第15回ヘンリク・ヴィエニャフスキ国際
ヴァイオリンコンクール入賞及び特別賞。
第 25回出光音楽賞受賞。今秋、オクタヴィア・
レコードよりファーストアルバムをリリース。
現在、東京音楽大学にて原田幸一郎、小栗まち絵、
大谷康子の各氏に師事し、またメニューイン国際
音楽アカデミーにてマキシム・ヴェンゲーロフ氏の
もとで研鑽を積んでいる。使用楽器はNPO法人
イエローエンジェルより1678年製ニコロ・アマティを
貸与されている。第 46回江副記念財団奨学生。©TAKUMI JUN

周防亮介
Vn.

現在 東京音楽大学大学院修士課程に
特別特待奨学生として2年在学中。2016年第 85 回日本
音楽コンクール第 3位。東京音楽大学を首席で卒業。
2005年全日本学生音楽コンクール大阪大会小学生の部
第 1位。2012 年 IMA音楽賞受賞。これまでアナ・
チュマチェンコ、マキシム・ヴェンゲーロフ氏等の
マスタークラスにて研鑽を積む。これまでに広上淳一、
現田茂夫、古部賢一氏及び日本フィルハーモニー交響
楽団と共演。2015 年度青山音楽財団奨学生。
現在 原田幸一郎、小栗まち絵、漆原朝子の各氏に師事。

福田ひろみ
Vn.

桐朋学園大学ソリストディプロマコース
全額奨学特待生。
2014 年「第 83回日本音楽コンクール」第１位。
2015 年「シベリウス国際コンクール」最年少入賞。
2016 年「モントリオール国際音楽コンクール」
最年少第 3位。2016 年岩谷時子音楽文化振興財団
『岩谷時子賞 Foundation for youth』、桐朋学園
アリオン江戸音楽振興基金『アリオン音楽賞』の
二つの音楽賞を受賞。
( 公財 ) 江副記念財団第 46回奨学生。

吉田南
Vn.

4歳から、石川杉子氏のもとでヴァイオリンを
はじめる。第 12回東京音楽コンクール 弦楽部門 
第３位。第 84回日本音楽コンクール 第３位。
第6回宗次エンジェルヴァイオリンコンクール 第2位。
第 69回プラハの春国際音楽コンクール 特別賞受賞。
これまでにソロを石川杉子、原田幸一郎、清水涼子、
漆原朝子、神谷美千子の各氏に、室内楽を
原田幸一郎、毛利伯郎、山崎伸子、徳永二男、
三上桂子、練木繁夫、磯村和英の各氏に師事。
現在桐朋学園大学音楽部第３学年在学中。
2017年度ロームミュージックファンデーション奨学生。

吉江美桜
Vn.

1994 年生まれ。全日本学生音楽コンクール、

東京音楽コンクール、日本音楽コンクール等国内の

主要なコンクールに入賞。

紀尾井ホール室内管弦楽団 2017 年度

シーズン・メンバー。

「CHANEL Pygmalion Days アーティスト」。

東京音楽大学を学年首席で卒業し、

現在、特別特待奨学生として同大学院 1年在学中。

小栗まち絵、大谷康子の各氏に師事。

福田俊一郎
Va.

札幌市生まれ。
第 69回全日本学生音楽コンクール高校の部
全国大会第 2位とサントリー芸術財団名器特別賞を
併せて受賞。
これまでに室内楽を原田幸一郎、北本秀樹、漆原啓子、
徳永二男、磯村和英、山崎伸子、藤井一興各氏に師事。
桐朋女子高等学校音楽科 ( 男女共学 )ヴァイオリン科を
首席卒業、仙川キャンパス特待生として桐朋学園大学
ソリストディプロマコースに進学、現在 2年在学中。
ヴァイオリンを藤原浜雄氏に師事している。

島方瞭
Va.

2014 年日本音楽コンクール / 全日本学生音楽
コンクール同時 2冠。東京フィルハーモニー交響楽団、
バルセロナ・バロック・オーケストラ等と
ドヴォルザーク、ハイドン、エルガー、フィンジを
共演。2017 年宮崎国際音楽祭でミッシャ・
マイスキー氏、ピンカス・ズッカーマン氏と共演、
パブロ・カザルス音楽祭アカデミー・
コンペティション第 1位。
桐朋学園大学音楽学部ソリスト・ディプロマ・コース
2年特待生。倉田澄子氏、宮田大氏に師事。

森田啓佑
Vc.

第 83 回日本音楽コンクールチェロ部門第 3位。
第 13回東京音楽コンクール弦楽部門第 1位及び
聴衆賞。
桐朋学園大学音楽学部チェロアンサンブル・サイトウ
奨学生。公益財団法人江副記念財団第 45回奨学生。
公益財団法人ロームミュージックファンデーション
奨学生。2016 年 3月、桐朋女子高等学校音楽科
（男女共学）を首席卒業。特待生として桐朋学園
大学音楽学部ソリスト・ディプロマ・コース 2年在籍。
現在、倉田澄子氏に師事。

水野優也
Vc.

18 歳にて 2016 年モントリオール国際音楽
コンクール優勝、併せて５つの特別賞を受賞。
これまでに、モントリオール響、
チェコ国立室内管パルドビツェ、名古屋フィル、
東京シティフィル、東京フィルなど国内外の
オーケストラと共演。2017 年 NAXOSよりベリオの
ヴァイオリン協奏曲集をＣＤリリース。
現在、東京音楽大学に特別特待奨学生として在学中、
原田幸一郎氏に師事。
NPO法人イエローエンジェルより名器貸与を受ける。©大杉隼平

辻彩奈
Vn.

©井村重人


