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ファイナルコンサート

第1部

第2部

ピアノって
すばらしい !

シューベルトに
寄せて

ポルタ De♪ファツィオリ
受講生による最後のコンサート♪
色とりどりの演奏を

〈演奏曲目〉
即興曲変ト長調 op. 90 - 3
「岩上の羊飼い」
「魔王」

お楽しみください。

ほか

※演奏曲が変更になる場合がございます。

〈出演者〉
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川村 文雄（ピアノ）
菊池 秀夫（クラリネット）
野原 広子（ソプラノ）

14：00 開演（13：30 開場）

美浜町生涯学習センター なびあす ホール
〈全席自由〉一般 500 円 / 中学生以下無料

※整理券が必要です。

親子鑑賞室がございます（先着8名）
。3歳未満のお子さまの鑑賞についてはご相談ください。

2018 年 12 月 26 日㊌よりチケット販売開始（ネット販売は 27 日㊍～開始）
●受付時間 9：00 ～ 17：00（休館日：毎週月曜日 ※但し月曜日が祝日の場合はその翌日）
主催：美浜町／美浜町教育委員会

後援：福井新聞社・FBC 福井放送・福井テレビ

川村 文雄

～ピアノ伴奏者～

Fumio Kawamura

ポルタ De♪
ファツィオリ
受講生のみなさん

山岡 芽保里

福井県丸岡町（現坂井市）生まれ。5 歳より故・
黒木京子女史よりピアノの手ほどきを受ける。
1996 年、国際交流事業派遣員として渡米。帰国後、
桐朋学園大学音楽学部演奏学科を首席で卒業、
同時にNTTドコモ賞受賞。在学中より第 67回日本
音楽コンクールピアノ部門第2位をはじめ、多数の主要な国内コンクール
で入賞を果たす。さらに第 51回マリア・カナルス国際音楽コンクール
（スペイン）ピアノ部門第3位、第23回ポッツォーリ国際ピアノコンクール
（イタリア）最高位（1 位なしの 2 位）およびロータリー特別賞を受賞、
これらの実績から江戸川区文化奨励賞を最年少で受賞する。2002 年の
デビューリサイタル（日本ショパン協会主催・東京文化会館小ホール）
以降は各地で様々なソロ活動を展開しながら、
故ジャン・フルネ
（指揮者）
、
小林研一郎（指揮者）
、伊藤京子（ピアニスト）
、マイケル・ダウス（ヴァイ
オリニスト）各氏等、ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団、コペン
ハーゲンフィルハーモニー管弦楽団等と多岐に渡り共演。近年は現代曲
の国内初演やジャンルを超えたアーティストとのコラボレーションにも
取り組み、
さらに幅広い活動を展開している。
これまでに大野眞嗣、広瀬康、
ディーナ・ヨッフェ各氏等に師事。現在、桐朋学園大学音楽学部および
洗足学園音楽大学ピアノ科非常勤講師。
オフィシャルウェブサイト http://kawamurafumio.com/

菊池 秀夫

～クラリネット奏者～

Hideo Kikuchi

小林 晟空

石川 夕乃

加藤 花音

田中 心悠

橋本 隼人

早瀬 ひまり

桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業。これまで
にクラリネットを二宮和子氏に、
室内楽を鈴木良昭、
三善晃の各氏に師事。音楽企画・演奏団体「OFFICE
でく」代表
1993年 日本現代音楽協会主催コンクール「競楽
II」にて内山厚志氏とのクラリネット・デュオで第 2 位受賞。1994 年、
東京文化会館新進音楽家デビューオーディション合格。1995 年 新しい
世代の芸術祭にて初リサイタル開催（北とぴあ・つつじホール）
。1996 年
ドイツ・ダルムシュタット音楽祭にて奨学生賞受賞。1997 年 アンサン
ブル・ノドマのメンバーとなり、現在に至る。2003 年 同アンサンブル
メンバーとして、サントリー音楽財団第 2回佐治敬三賞を受賞。
ヨーロッパ・南米・アジアでの同団体の多数の海外音楽祭での招待
公演で演奏する。また、各地での公演の際には、周辺の病院・学校等での
アウトリーチコンサートにも精力的に取り組んでいる。スタジオワークも
活発に行い、多数のCMや映画音楽等を収録。坂田明氏、黒田京子氏、
吉野弘志氏など、
ジャズミュージシャンとのコラボレーションも行ってきた。

野原 広子

～声楽家（ソプラノ）
～

Hiroko Nohara

平吹 志保

中島 明日花

中嶋 敏宏

とは？
平成 26 年度よりスタートしたなびあす育成プログラム「ポルタDe♪ファツィオリ
～音を楽しみあすをひらく～」
。イタリアの職人の魂が込められたファツィオリ社製
ピアノF308と斬新なデザインと音響に優れたホールの中でプロのピアニストによる
本格的な指導を受け、ステージの主役になってもらうプログラムです。講師であるピ
アニストの川村文雄氏が、今年度の10 名の参加者に対し時に優しく、そして時に厳
しくとても熱心にご指導いただきました。今回のコンサートは、それぞれの “新しい
扉”を開こうとしているポルタDe♪ファツィオリ受講生によるピアノ演奏です。今し
か聴くことのできない、受講生の色とりどりの演奏をなびあすでお楽しみください!

チケットのお求め・お問い合わせ

■ アクセス

美浜町生涯学習センターなびあす
〒919－1141 福井県三方郡美浜町郷市 29－3

℡0770-32-1212
9：00～17：00 休館日：毎週月曜日（但し、月曜日が祝日の場合はその翌日）
HP アドレス ht tp : //nav i -u s.j p または なびあす

東京藝術大学音楽部大学院修士課程独唱科
修了。フィレンツェに 20 年在住、イタリアオペラ
の 研 鑽 を 積 む。
『Madama Butterﬂy』
『Turandot』
『La Bohéme』
『Aida』
『Otello』などをレパートリー
とする。W.A.Mozart の『Impresario』や『Lo Sposo
deluso などの珍しいオペラにも出演。V. Bellini（Catania）コンクール、
A. Brogi歌曲コンクール（Firenze）
、Finale Ligure（Genova）数々のコン
ク ー ル 等 で 入 賞。オ ー ス ト リ ア・ザ ル ツ ブ ル ク で K. Ricciarelli、P.
Capuccilli、G. Taddeiとともに、
ザルツブルク祝祭大歌劇場《オペラ・ガラ・
コンサート》に出演。イタリアだけでなく、ヨーロッパ各地でミサ、レク
イエム、オラトリオ等のソリストとして数多くの音楽会に出演。現在
は東京、名古屋、京都でもコンサートを行う一方、ヨーロッパで学び
得た発声や発音の教授にも積極的に携わる。
2015 年第 4回FBCかがやき準大賞受賞。2016 年に京都・音羽山清水寺
にて「FBC かがやき基金受賞記念コンサート」を奉納。12 月帝国ホテル
東京ロビーでコンサート。2018 年 12 月石川県立音楽堂にてオペラ
「黒蜥蜴」に出演。福井県音楽コンクール審査員。
美浜町なびあす音楽企画アドバイザーを務め、世界的なピアニスト
達を招聘し同ホールのピアノ FAZIOLI f308 を活用した数々のコン
サートを企画。

検索

美浜駅
JR 小浜線

【お車ご利用の場合】
舞鶴若狭自動車道若狭美浜 IC より小浜方面へ
約 10 分、もしくは若狭三方 IC より敦賀方面
へ約 10 分。なびあす駐車場（無料）をご利用
ください。

ミニストップ
←至小浜

関西電力

27

至敦賀→
ローソン

美浜
郵便局

A コープ

福井銀行

【電車ご利用の場合】
JR北陸線「敦賀駅」よりJR小浜線を乗り継ぎ「美
浜駅」下車。徒歩約 10 分。

JA

美浜
美浜中央 中学校
小学校

なびあす
美浜町役場

