
民 文 化 セ ン タ ー

ヴアイオ リンとピアノ、それぞれの楽器
を始めたきっかけを教えてください。

大江 :元々は兄がヴァイオ リンを先に習
っていたのですが、兄がヴァイオ リンを

弾いているのを見て自分もや りたい !と

思うようになったのがきっかけで、5歳の

時に始めました。

阪田 :物心ついた頃には母の古いピアノ

が遊び道具になっていました。1歳頃から

歌を歌い始めたり、音楽が好きなのだろ

うと思った母が習い事として4～ 5歳頃か

ら音楽教室に連れて行ってくれたことが

きっかけです。

お二人がプロになろうと思ったきっかけは

何でしょうか?

大江 :僕は高校生くらいまでは音楽の道に

進むかどうかはっきり決めておらず、迷っ
ていました。しかし、大学に入ってから、
コンクールで良い結果が出たり、勉強して
いくうちに音楽の楽 しさがさらに分かるよ
うになってプロとしてやっていきたいとい

う気持ちになりました。

阪田 :10歳 頃ある来日アーティス トの演

奏会に行った際、多くのお客様がその演奏
に真剣に耳を傾け、美しい音楽を演奏家と

同時に体感する様子を実際に目の当たりに

したことが、その思いを強めたと今振 り返
ると思います。

今回のプログラムはソロとデュオの両方を
聴けるぜいたくなプログラムです。その聴
き所、またソロとデュオそれぞれの面白さ
について簡単に教えてください。

大江 :今回のプログラムは、2人で相談して

決めました。まず最初に、このプログラム
メインとなるフォーレのヴアイオリンと

のためのソナタをやりたいねという

りました。フォーレのソナタは情感
も瑞々しく、繊細でかつ生きる喜び

溢れるような八―モニーの美しさが

的です。パガニーニのカプリスと、

サンサーンスの序奏とロンドカプリチオー

ソは、超絶技巧の持つ音楽の可能性が存分
に楽しめる曲です。

阪田 :2人 で演奏する作品がサン=サ ーン

スとフォーレというフランスの作曲家だっ
たこともあり、ビアノソロもフランス作品
で揃えさせて頂きました。名曲を取り揃え

たプログラムとなっておりますが、特に2
人で最後に演奏する、甘美な旋律と若々し

さが魅力のフォーレをお楽しみ頂けたら嬉
しいです !

ヴアイオリンとピアノ、それぞれの楽器の

面自さ、醍醐味を簡単に教えてください。

大江 :ヴ ァイオリンの特徴的な面白さは、

演奏する時楽器が身体に密着していて音が

直に身体に伝わるという点だと思います。

数ある楽器の中でぜ写も耳の近くで音のな

る楽器の一つではないでしょうか。また音
域が高く、時には耳に心地よい音の域を超
えてしまうこともできるというのも、良く
も悪くも特徴だと思います。

阪田 :ピ アノは、1つ の楽器で数十人で構
成されているオーケス トラに匹敵する、音

高の幅を持っていることがユニークな点で

す。また室内楽やデュオにて、他の楽器と

共演出来る機会が多いことも、ビアノ演奏
の醍醐味の 1つです。

今はお二人ともドイツで研鑽を積まれてい

ます。日本との違いを感じるところはあり

ますか ?

大江 :特に弦楽器奏者として1番感 じる違
いは湿度です。日本に比べて湿気が少ない

為、楽器の木材が程よく乾燥して音が鳴り

やすいですしヽ空気も音が伝わりやすいよ

うに感じます。そのような環境で演奏をし

ていると、音楽の作 り方も変わるように思
います。

阪田 :16歳 の頃から海外での研鑽を積ん

でいます。日本より海外にいる方が時間の

流れがゆったりしていて、時間の使い方も

自分次第という厳しい自由を感じます。

お二人は、お休みの日はどのように過ご

されていますか ?

大江 :ド イツでは緑に囲まれた場所に住

んでいるので、天気の良い日は、よく近

くの公園や山を散歩 した りしています。

家で映画を見たりするのも好きです。

阪田 :ゆ っくり好きな由を聴いた り、調
べ物を した り、楽譜などの資料を探 した

り、作曲や編曲をした りです。食べるこ

とも好きなので、気になるレス トランな

どに行ったりしたいものですが、なかな

か時間がとれません (汗)。     '
これからの目標や、取 り組みたいことが

あれば教えてください。

大江 :こ れからは、ヴァイオリンの魅力を

最大限に表現 しつつ、ヴァイォ リンとい

う楽器を超えて音楽を しゃべるように奏
でられる音楽家になることが目標です。

阪田 :様々な音楽を毎日のように調べて

いるので、まだあまり演奏機会に恵まれ

ていないとても美 しく魅力的な作品を少
しずつでも皆様にご紹介 していくことが

出来たらと思っております !

(全文はフィリアホールホームページをご覧ください)

困 目 直 団
ウイークデーコンサートシリーズ

《らん。らん。ランチにいい音楽》第44回

大江馨&阪田知樹
ヴアイオリン&ピアノ

' 9月
28日 (水)11:30開演

サン=サ ーンス (Lゴ ドフスキ編):自 鳥
◎ピアノ ソロ
ドビュッシー :「ベルガマスク組曲」より月の光
◎ピアノ ソロ
ドビュッシー :喜びの島 ◎ピアノ・ソロ
パガニーニ :24のカプリスOp lよ り第24番 イ
◎ヴアイオリン・ソロ
サン=サーンス :序奏とロンド・カプリチオ
イ短調Op 28
フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ第1番イ

全席指定¥1,500(1時 間/休憩なし公演)

★好評発売中 !



フィリアホール公演 カレンダー  9 sEPTEMBER2016

THU

保守点検

15:00
フィリアホール共催コンサーl

ベルリン・フィ′b7ヽ一
弦楽五重奏団
モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハ

讀群裏
14:30

女声合唱ル ビー

第7回演奏会

信長貴富 i夕 焼け きみ歌 ラ

なかにしあかね :「森のお客さ :

晏 ::暮偕

"3_。

41illl´

電

豊

9/2 作家/江國香織
ジャズピアノ/森丘ヒロキ ベース/岸徹至

9/10 バンドネオン/三浦―馬
ギター/村治奏―

9/]7          9/22
ピアノ/仲道郁代  ベルリン フィル八一モニー弦楽五重奏団

9/28 ヴァイオリン/大江 馨
ピアン′/阪田知樹

☆フアミl

親子α
クリス
12/11
全席指定|

☆ニュー・

「

`ニ

ュー

2017.1

マークのついた公演チケ ッ ト

はフィリアホールチケットセンター
045-982-9999お よびフィリアホー
ルホームページのチケットオンライ
ン予約でお取り扱いしております。
それ以外の公演チケットに関する

お問合せ、および、公演内容に関す
るお問合せは、各公演のお問合せ先
にお願いいたします。

HP有 の公演はフィリアホールホー
ムページの公演カレンダーに各公演
主催者のホームベージアドレスが記
載されております。

※ここに記載されている内容は2016年
8月 18日 現在の情報です。

※入場無料公演においても関係者以外
のご入場をお断りする場合がありま
す。あらかじめご了承ください。

一すずか罐辣一
14:00
アモーレプラスバンド
第17回定期演奏会
ホーコン善王の伝説、
エル・カミーノ レアル 他

椰錮醐

レコーディング レコーディング

18:00

沈琳二胡 2016 Concert
Summer Time 女人花 他
自由¥4,500(当 日 ¥5,000)
(未就学児入場不可)……

Ⅲ
卜
W

り八―サル

(10:00)

量2 豊3 14
13:30
ピアノ発表会 2016
無料 (関係者のみ)

やなせ音楽教室

量8

11:30

青葉区三曲協会
第 29回秋の演奏会
筆 三絃・尺八演奏会

餞◎
14:00
東急セミナーBE青葉台
茅 俊子 シャンソン教室

第22回 ミモザの会 発表会

り八―サル

(13:00)

宣蝙

り八―サル

堡7

ここ?こ瓦_鷲鵜 覇
大江馨&阪田知樹
ヴアイオリン&ピアノ
ヴアイオリン◎大江馨
フォーレ:ヴァイオリウ
ソナタ第1番イ長調Opl
全席指定¥1,500(1時舅7
フィリアホールチケットセン

施設利用のご案内
青葉区民文化センター・フィリアホールは横浜市市民利用予約システムでご予約いただけま
丸 予約システムをご利用いただくための登録は横浜市在住、在勤、在学の16歳以上の方が
対象です。横浜市のホームペァスまたは予約システムサービスセンタニで行ってください。
詳しくは横浜市ホームページの「施設利用予約」をご確認ください。
■横浜市市民利用予約システムは毎日6時 00分～翌2時00分での利用ができます。
・電話、FAXサ ービス:045-754-4919
・インターネット:https://yoyaku city yokohama lgjp/yS/
・携帯電話(除くスマートフォン):httpsプ/yOyaku city yokohama lgjp/y/
■青葉区民文化センター・フィリアホール受付窓回は毎月の体館日を除く毎日10時00分～20時 00分
・電話 :045-985-8577

ホール抽選対象除外日について (最新情報は直接、施設にお商合せくださもヽ。)
■2016年 9月の2017年 3月抽選対象外の日 2017年 3月 /2(木 )・ 7(火 )・ 8(水 )・

12(日 )・ 15(水 )・ 17(金 )・ 18(土 )・ 25(上 )・ 26(日 )・ 27(月 )

～フィリアホールx区民プレゼンツ青少年育成企画Vo1 4～

『未来にはばたくドリームコンサート2017』
参加者オーディション実施 !

2017年3月 26日 (日〕に開催される「未来にはばたくドリ

ームコンサート2017」 で、講師「トリオ海」と室内楽を組み、

レッスンを重ねてフィリアホールのステージで演奏する

講師 :ト リオ海
ヴアイオリン=甲斐摩耶
チェ回=海野幹雄
ピアノ=海野春絵



華性畳ξイオリン曇ソ1,レえ醍巌
お
皐雪呂)」葬進/誓少芳ヲ幹居由佳梨

―・コンサート・シリーズ

た機のリングー‐。キンダー。
マス。磯ンサート
(土)11:00開 演/14:30開演
500(3才 以上入場可 )

体館 日 :10月 19日 (水 )

土曜ソワレシリーズ 《女神との出逢い》第260回

千住真理子 ヴアイオ リン・ リサイタル
ヴアイオ リンl~千住真理子 チ ェンバ ロ◎梅村祐子
S¥5,000A¥4,000☆ 残席僅 少 フィリアホールチケットセンター 045982

2(日 )17:00

岩倉孔介 ピアノリサイタル
自由¥2,500 株式会社エルフラット 0120658458
卜■at@peach ocn cojp http://wWW― ■at cojp/

4 (火)1030/11:45/14:00
エデュケーション&コ ミュニティー プログラム

よちよちおんがくかい
事前申込制 参加者―名につき¥500 フィリアホール 0459858555

8(土 )未定
おさらい会2016
無料  タオ ミュー ジ ックサー クル

9(日 )]400
メールクワイアAOBA第 6回 コンサート
無料 (整 理券 あ り) メール クワイアAOBA 045 921 2482

10(月 )1700
ピアノ発表会
無料  ドレミの会

11(火 )1400

第 18回 日本演奏家コンクール本選
無料  日本演奏家協会 0467236589

13(本)19:00
洗足学園音楽大学 打楽器 コース スペ シャル コンサー ト

野本洋介 &山澤洋之 トークコンサー ト
自由 ¥1,000(未 就学児入場不可 )

洗足学園音楽大学 打楽器 コース 0448562713(10001700平 日のみ )

ensou@senzoku acjp httpブ /wwW Senzoku acjp

;'」チ利澱催コンサート         M
Concert for KIDS～ 0才からのクラシック0～
ソプラノ◎鵜木絵里 テノール_0上原正敏 チェロ◎海野幹雄 ピアノ◎新居由佳梨
おとな¥2,500 こども (0才 ～小学生)¥1,500
フィリアホールチケットセンター 0459829999 主催 :Sony Mus c Founda■ on

16(日 )1330/1700
女声コーラスフレッシュ・ピュア混声♪青葉 ジョィントコンサート
自由 ¥1,000 オフィス バルーン 045-902 7402 office baloon@a00 itscom net

20(木 )1400
神奈川フィルの名手による室内楽シリーズ《名曲の午後》第7回

『晩年のプラームス』
ヴァイオ リン◎崎谷 直人、直江 智沙子  ヴィオ ラ◎大 島 亮  チ ェロ◎ 山本 裕康
クラ リネ ッ ト◎齋藤 雄介  ピアノ◎諸田 由里子
全席指定¥2,500
主催 :青葉区民文化センターフィリアホール/(公財)神奈川フィル八―モニー管弦楽団
フィリアホールチケットセンター 0459829999

22(土 )14:30
女声合唱団「紗綾」

23(日 )14:00
フィリア トーク&コ ンサートシリーズ「マイ

塚越慎子 「マリンバの宇宙」
マ リンバ◎塚越慎子  ピアノ◎石黒唯久
全席指定 ¥2,500 フィ リアホールチケ ッ トセ ンター 0459829999

25(火 )1830
第71回声楽研究会「和J

無料 声楽研究会 い日J 042-745-9401

26(水 )19:00
フィ リアホール共催 コンサー ト

アンドレア・パッケッティ ビアノ・リサイタル
S¥5,000 A¥4000               ,
フィリアホールチケットセンター 0459829999 主催 :ヒ ラサ オフィス

27(本 )未定
声楽発表会
無料 LE STELLE

28(金 )1400
女声合唱コスモスコンサート
無料 女声合唱 コスモス 0462726386

29(土 )14:00
あざみ野リフレッシュ…ママス&パパス
10周年記念チャリティーコンサート
無料  メダカの会

30(日 )1400
オンディーヌ室内管弦楽団 第52回定期演奏会
自由¥1,000(当 日券あり)オンディーヌ室内管弦楽団 045-962076509079023589
ondine@mx catv ne」 p

1() OCTOBER 2016
1‐

 ||||  |    |‐ ‐■
‐

1(土 )1700FRI
19:00               ■
フィリア トーク&コンサートシリーズ2016
《本と音楽の素敵な出逢い》

江國香織x森丘ヒロキx岸徹至
「本とわたしとジャズな夜」
Tis Autumn,Tea for two etc
出演◎江國香織 (作 家 )、

森丘ヒロキ(ジ ヤズピアノ)、 岸徹至 (ベ ース)、

浦久俊彦 (ナ ビゲーター )

全席指定 ¥4,000
フィリアホールチケットセンター045-982-9999

保守点検

り八―サル

L會 2,ソ″し続論リサイタル珊[
青木美樹ピアノリサイタル
サテ ィ :ジム ノペデ ィ第 1番、
リス ト :ピ アノソナタロ短調 他

自由 ¥3,000 学生 ¥1,500
(未 就学児入場不可 )

フ_    ローザンヌクラシック 090「6563-9572
‐ tomoko@t01■ scom net

'メ
ント  http://WWW mik卜 aoki com/

SAT

未定
グラン マエストロ Makzo NAKAGAWA記 念

音楽コンクール第8回
コンコルソ・ムジカアルテ予選。本選
第46回 イタリア声楽コンコルソ予選
無料(関 係者のみ)

(―社)日 本イタリア協会 075-466-5505
info@nipponitalia com
http://www nipponitala com/

1400      鵬
土曜ティータイムコンサートシリーズ
《音楽のある風景》第45回

三浦一馬&村治奏―
バンドネオン&ギター
バ ン ドネオ ン◎三浦―馬
ギター◎村治奏―

ピアソラ :「 タンゴの歴史」よ り 他
全席指定 ¥5,000
フィリアホールチケットセンター0459829999

17:00           ■|

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》第259回

仲道郁代 rぃっもあなたとショバン」
第2回 室内楽で奏でるピアノ協奏曲
ビアノ◎仲道郁代
l stヴ ァイ ォ リン◎ 島田真 千 子
2ndヴ ァイォリン◎水谷晃
ヴィオラ◎大島亮 チェロ◎植木昭雄

羊l氷ヅ
“

評唇諭が°:四ヽ
フィリアホールチケットセンター0459829999

14:00
APA田園都市例会
コンサー ト 2016
無料 (未就学児入場不可)

APA田 園都市例会
raisin1 996320@grnaiLcom
http://www apa― mus c org/‐  ‐

concert/tokyo/index htm
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晰
フィールド」《私の人生、私の音楽》第1回

マー・スペシャル・コンサート

イヤ‐―螢ガラ0爾 ンチェ∫レお』
14(土)15:00開 演

漆原啓子 (ヴァイオリン)

福間洸太朗 (ピ アノ)

山宮るり子 (ノ ―ヽプ)

管弦楽:N響メンバーによる

室内オーケストラ

S¥7.500 A¥6500

テレノヽ―グピアノ五菫養圃
2017.2/9(木)11:30開 演全席指定¥1,500

上覇墨矢 フルー‐ト
20173/2(木 )

11:30開 演 全席指定¥1500
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9月 2日 (金)1900開 演

フィリア ドーク&コ ンサートシリーズ 《本と音楽の素敵な出逢い》第2回

江國香織 x森丘ヒロキx岸 徹至『本とわたしとジヤズな夜」
全席指定 ¥4,000

9月 10日 (上)14:00開 演

土曜ティータイムコンサートシリーズ《音楽のある風景》第45回

三浦一馬 &村治奏― バ ン ドネオ ン&ギター

全席指定¥5,000

9月 17日 (土 )1700開 演

土曜ソワしシリーズ 《女神との出逢い》第259回

仲道郁代 「いつもあなたとショバン」第2回
室内楽で奏でるピアノ協奏曲 (全 4回 )

S¥5,500A¥4,500 ☆全席完売

協賛 :東 急電鉄

9月 22日 (本 )15:00開 演

フィ リアホール共催 コンサー ト

ベル リン 。フイル八一モニー弦楽五重奏団
全席指定 ¥7,000
主催 :メ ロス アーツ マネジメン ト

9月 28日 (水 )1130開 演

ウィークデー コンサー ト シ リーズ 《らん らん ランチにいい音楽》第44回

大 江 馨 &阪 田 知 樹 ヴ ァ イ オ リ ン &ピ ア ノ

全席指定 ¥1.500
後援 :一 般社団法人全 日本 ピアノ指導者協会 (ビ ティナ )

10月 1日 (土 )1700開 演

土曜ソワレシリーズは静との出逢い》
千住真理子 ヴアイオリン・
S¥5,000A¥4,000 ☆残席僅少

協賛 :東急電鉄

10月 15日 (土 )11100開 演

フィ リアホール共催 コンサー ト

弟260回

リサイタル

Concert for KIDS～ 0才からのクラシック0～

お とな ¥2,500 こども (0才～小学生)¥1,500
主催 :Sony Mus c Foundat on(公 益財団法人 ソニー音楽財団 )

10月 20日 (木 )1400開 演

神奈川 フィルの名手 による室内楽 シ リーズ 《名曲の午後》 第 7回

「晩年のプラームス」
全席指定 ¥2,500
主催 :青 葉区民文化 セ ンター フイ リアホール

公益財団法人神奈川 フィルハーモニー管弦楽団

10月 23日 (日 )1400開
'員フィリア トーク&コ ンサー トシリーズ [マ イ フィール ド]《私 の人生、私 の音楽》第 1回

塚 越 慎 子 「 マ リ ン バ の 宇 宙 J

全席指定 ¥2,500

10月 26日 (水 )1900開 演

フィ リアホール共催 コンサー ト

アンドレア・バッケッティ ビアノ 。リサイタル
S¥5,000 A¥4,000
主催 :ヒ ラサ オフイス

11月 3日 (本・祝)1400開 演

フィリアホール特別コンサート

横浜音祭リパラ・ミュージック

ミュージック・イン・ザ・ダーク ～障がいとアーツin横浜
S¥5,000 A¥4,000
主催 :横 浜 アーツフェステ イパル実行委員会

11月 5日 (土 )

フィリアホール特別コンサー ト

横浜シンフォニエツタ 横浜音祭 り特別演奏会 14oo開演

室内楽シリーズVol.817:00開演

第 12固定期演奏会 19:oo開 演
《特別演奏会/第 12回演奏会》S¥7.000 A¥6.000
学生¥2,000(ヨ コオトチケットセンターのみ取扱)セ ット券 S¥11,000 A¥9,000
《室内楽シリーズ》全席自由¥1,000 4歳 ～小学生¥500
主催 :横浜アーツフェステイバル実行委員会/一般社団法人横浜シンフォニエツタ

ロフィリアホール主催公演 (一 部公演を除く)の学生券は、一般発売日から枚

数限定で販売いたします。   .
目曲目・出演者など、やむを得ず変更させていただく場合がこざいます。

国フィリアホール主催公演におきまして、特に記載がない場合は、未就学児の

入場をお断りいたします。

■車椅子席こ利用の方は、チケット申込みの際、主催者にお知らせ下さい。

■‐■‐高野コーデツクス～印刷の感動をあなたへ～

■   緑 J卜 慈翼 広が黒蓼 飛゛ヽ する希鸞

〒2250013横 浜市青葉区荏田町12367■ 1 045 911 2335 Fax045 911 2837

e― mal takano@tkscarb cojp http//nttbl lp neJp/0459112835カ ndex html

チケットのお問合せ。お申込み

1■|,■′■■■1■,●●1■■●■111■ I■■,■ |■■|■■■■■■
=■

■|

ロチケットセンター 電話での取扱い時間は毎月の体館日を除く

11:00-‐ 18:00

□910月 の体館日 9/21(水 )10/19(水 )

ロインターネット http://wWW philiahall com
園モノヾイル   http://www philiaha l com/mobie
(オ ンラインサービスは24時 間受付)

父通のこ案内 東急田園都市線青葉台駅下車3分

〒郵便局
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X駐車場はこざいません。

青葉台東急スクエアの駐車場をこ利用いただい

た場合も駐車券のサービスはこさいません。

横浜市青葉区民文化センター

〒2278555横 浜市青葉区青葉台211青 葉台東急スクエアSouth-1本 館5F
Tel1045-985-8555 Fax:045-985-8560
http://www philiahal com

|:|| :墾
青葉区民文化センター
フィリアホール(5階 )
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