愛知県立芸術大学創立50周年記念
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音楽学部同窓会コンサート
2016

2016年愛知県立芸術大学は50周年を迎えます。その間に音楽学部だけでも4000人に垂んとする卒業生を輩出しており，地元
中部地区にとどまらず世界中で活躍しております。
それら同窓生を束ねる当会はこの記念すべき節目にその総力を挙げて日本全国で
演奏会を行います。
百花繚乱。珠玉のコンサートをぜひお楽しみください。

愛知県立芸術大学音楽学部同窓会長

菰田 勝

50周年記念コンサート「美し三重」

岡山会場では、
ブラームスとラフマニノフの2台のピアノ組曲を含む
５つのプログラムを行います。

会員による、
オペラ
「いのち」
（錦かよ子作曲）
の大合唱、
そしてソロありアンサンブルありの多彩で感動的な祭典！

14：00開演

岡山県立美術館ホール

【曲

目】 ブラームス：ヴァイオリンソナタ第3番
ラフマニノフ：2台のピアノ組曲第1番 他
【出演者】 阿部 恵、
中村 恵、
甲田 有、
坂元公美、
原田実和子、
工谷明子
【料 金】 一般2,000円 学生1,000円 高校生以下無料
【問合先】 山下
（090-6840-6391）

他

中国支部

チェンバロを使ったバロック音楽から近代曲まで会員一同１つになって
50周年に相応しいコンサートになるようがんばっています。

14：30開演

はつかいち文化ホールさくらぴあ

【曲

目】 バッハ：プレリュード ショパン：幻想即興曲
ラフマニノフ：2台のピアノ組曲第1番 オペラアリア 他
【出演者】 曽根順子、
柳原郁子、
立畑友子、
味香友子、
高橋晶子 他
【料 金】 一般2,000円 学生1,000円
【問合先】 船越
（080-6331-8598）

関西支部

音楽学部同窓会関西支部会員の中から
国内、国外で幅広く活躍中のメンバーによる意欲的なコンサートです。

14：00開演

いずみホール

【曲

目】 N・カプースチン：8つの演奏会のエチュードより
小林 聡：ピアノと木管四重奏のための作品 他
【出演者】 松崎安里子、
田口智子、
小杉裕一、
鈴木謙一郎（准教授Pf.） 他
【料 金】 前売り3,000円 当日3,500円
【問合先】 長谷川（080-3799-8985）

津リージョンプラザ お城ホール

目】 錦かよ子：オペラ「いのち」より2台のピアノと女声合唱のために
ラフマニノフ：組曲第2番、
メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番 他
【出演者】 北住 淳（教授Pf.）、波多野均、佐藤恵子、
小林史子、中村文保 他
【料 金】 一般2,000円 高校生以下1,000円
【問合先】 兼重（059-224-0198）

大学創立50周年を祝し、
これまで輩出された
才能溢れる人材を一堂に会したコンサートを企画しました。
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13：30開演 浜離宮朝日ホール
【曲

目】 ハイドン：チェロ協奏曲 モーツァルト：シンフォニア・コンツェルタンテ
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第17番 日本歌曲 オペラアリア 他
【出演者】 長谷川彰子、河野友里恵、中村洋乃理、中村 育、水野秀樹、関 定子 他
【料 金】 一般前売り3,000円（当日3,500円） 学生前売り2,000円（当日2,500円）
【問合先】 竹辺（03-3720-6518）
（tkb703@a-fam-east.jp）

秋の宵 50周年記念コンサート
ゲスト松本総一郎氏と支部会員の演奏。
合唱は支部講座を通して、一般の方と取り組んできました。
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静岡県支部

50周年記念コンサート

14：00開演
【曲

祝祭コンサート 〜時を紡いで〜
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東日本支部

Musica Chor Vento 音楽・憧れと悦び
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三重支部

中国支部

Harmonia Concert Vol.Ⅴ

18：30開演

浜松市福祉交流センター

【曲

目】 バッハ：フランス風序曲BWV831 シューマン：牧歌・流浪の民
メンデルスゾーン：おおひばり・緑の森よ 他
【出演者】 松本総一郎（教授Pf.）
、望月由美子、
櫻井恵理、岡田恵里 他
【料 金】 一般2,000円 学生以下1,000円
【問合先】 岡田
（090-2185-6771）

スペシャルミュージックギフト

半世紀に亘る卒業生の絆、
それぞれの専攻をつなぐ絆、
愛知支部の愛称「ベルシェーヌ」
にふさわしいコンサートとなることを願って。

県芸50周年を記念して同窓生が協奏曲などを演奏。
招待演奏本学准教授鈴木謙一郎氏。地元合唱団も賛助出演。

15：00開演 三井住友海上しらかわホール
【曲

目】 ヴェルディ：歌劇「椿姫」より ヴィヴァルディ：グローリア
バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメントより 他
【出演者】 澤脇達晴、松波千津子、白石朝子、福本泰之(教授Vn.) 他
【料 金】 2,000円
【問合先】 川瀬（090-5639-0028） 本田（090-9910-3630）

マリンバの権威をお招きして
支部会員との華麗なるアンサンブルをお届けします。

19：00開演

金沢市アートホール

【曲 目】 マリンバソロ アンサンブル ピアノ 重唱 サックスソロ 他
【出演者】 神谷百子（ゲスト）
、神谷紘実、城田絵里子、
出戸絢奈、澤田和美、
長澤幸乃、
表まり子、
木村綾子、中田真砂美、井口愛弓
【料 金】 2,000円
【問合先】 加藤（con.amore.ishikawa@gmail.com）

14：30開演

サラマンカホール

【曲

目】 グリーグ：ピアノ協奏曲 モーツァルト：ピアノ協奏曲 第20番
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 オペラアリア 他
【出演者】 鈴木謙一郎（准教授Pf.）、岡田泰子、小見山純一、久米隆司、浅野未希 他
【料 金】 2,000円
【問合先】 柴田（058-265-5844）

MUSICA VIVA 2016 ~愛知県立芸術大学創立50周年記念コンサート~
創立50周年の今年、
九州沖縄に縁のある同窓生が集います。
編成、分野も多彩に、賑やかな祝祭となります。
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九州沖縄支部

石川県支部

愛知県立芸術大学音楽学部 創立50周年記念演奏会
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岐阜支部

愛知支部

ベルシェーヌ 〜世代の絆〜

19：00開演 福岡市健康づくりサポートセンターあいれふ
【曲

目】 独奏（ピアノ・管弦楽器） 独唱（アリア・歌曲）
アンサンブル 作曲作品発表 他
【出演者】 二宮 毅、山本佳代子、
松川久美子、
佐藤リエ 他
【料 金】 2,000円
【問合先】 二宮（092-215-0795）

愛知県立芸術大学プロフィール
愛知県立芸術大学は、全国でも数少ない美術学部と音楽学部を併設した公立の芸術大学として1966年に開学し、2009年には大学院博士後期課程を開設しました。
芸術力と人間力を育む大学を目指し、＜芸術文化を担いかつ創造する優れた人材を育成する＞＜世界に発信する国際的な芸術文化の創造の核となる＞
＜社会と連携し、芸術文化の発展に貢献する＞ことを目標としています。
※全てのコンサートには
「故兼松信子名誉教授のご遺志による助成金」
が使われています。 ※内容は都合により変更となる場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

