■指揮 末永隆― Suenaga Ryuに

■プロフェッショナルズ 。オーケス トラ

hi

指揮者、作曲家。指揮法を小松一彦氏に師事。音楽理論を高原博文、増田宏
三両氏に師事、
作曲を田中利光氏に師事する。
川崎を中心に活動しているプロ室内オーケス トラ「プロフェッショナルズ 。オ
ーケス トラ 」音楽監督、常任指揮者。
「モーツァル トの音楽をたのしむ会 」代
表理事。現在、作曲活動の傍ら数多くのアマチュアオーケス トラや吹奏楽団
などの指導も手がけ、その指導は楽譜に対する深い洞察力とそれに基づい
た演奏解釈を基幹としており定評がある。高津市民オーケス トラ常任指揮者
をはじめとし、夢十夜合唱団・ 夢十夜オーケス トラ音楽監督、常任指揮者、
大
岡山フィルハーモニー協会音楽監督、東京ガルテンシユタットオーケス トラ

東京近郊に在住のモーツアル ト好きのプロ演奏家が集 まり、モーツアル ト作品
の研究 と演奏を目的に、2010年 発足 した室内オーケス トラです。私たちの目的
は音楽の中に込め られたモーツ アル トの素晴 ら しさを多 くの皆様 と分かち合
うことです。そのためにモーツアル ト作品の持つ旋律の明るさや楽 しさ、時に
は哀愁を帯びた甘美な旋律、作品の中に込められた喜び、悲 しき、魂の救いを求
める叫び、そ して心を癒す優 しさを求め、そこで交響曲ばか りでな く、常に多彩
なソリス トを招き、オペ ラやコンツ ェル トそ して室内楽 とあらゆる分野に渡 リ
演奏を していきます。モーツ アル トの演奏を通 じてクラシック音楽のすばらし
さを皆様 とともに分かち合い、ともに感 じ合 う事ができたら幸せ と考えてお り

常任指揮者、東京工業大学管弦楽団常任指揮者等を歴任 している。

ます。
連絡先 E mall:profesJonals@r― suenaga.com

■ソプラノ 大隅智佳子 Ohsumi Chikako

■メゾ・ ソプラノ 新宮由理 Shinguu Yun

東京藝術大学声楽科首席卒業。同大学院修士 。博士後期課程修了、学位

(

「フィ
国立音楽大学声楽科卒業。二期会オペ ラスタジオマスタークラス修了後、

ン」ミカエラ役でオペラ・ デビュー。新国立劇場、二期会公演など多くのオペ

ガ回の結婚」にてデビュー。イタ リア・ ローマにて指揮者 S.マ ス トランジ ェロ
氏の元で研鑽を積む。多 くのオペ ラに主演 。出演、特に「カルメン Jに おいては

ラに主演。2011年 2月 には東京二期会『サロメ』(ペ ーター・ コンヴイチユニ

評価が高 く〈
歌舞伎の世界に「ニ ンに合 つている Jと いう言葉があるが、彼女に

ー演出)の タイトル・ ロールにも抜擢され、圧倒的な歌唱力は高い評価を得

とつてカルメンはまさにど真ん中。歌えて踊れてカスタネ ッ トが叩けるカルメ

た。2012年 11月 日生劇場にてライマン作曲『メデア』日本初演

24年

ンは貴重だろう〉と、絶賛される。イタ リアのマルケ州、アスコ リ・ ピチェーノ

度文化庁芸術祭・ 芸術祭賞音楽部門「大賞」受賞作品)に 主演。
超難関と言

「Teatoro Venudio BassO」 にてコンサー トに出演、好評を博す。宗教曲のソリス

われるメデア役に全力で臨んだ演技演奏は多くの人を魅了した。2014年 9

トと して活躍の他、イタ リア首相のベルルスコーニ氏来 日歓迎演奏、イタ リア・

月の東京二期会『イドメネオ』エ レットラは圧倒的な存在感を見せ、聴衆に強

ドイツでのコンサー トなど幅広い演奏活動を行 う。二期会スペ イン音楽研究会

烈な印象を残す名演となつた。

会員。二期会会員。

■テノール内山信吾 Uchけ ama shingo

■バ リ トン 」ヽ
林昭裕 Koboyashi Akhiro

「カルメ
音楽 )取得。安宅賞、松田 トシ賞、アカンサス音楽賞、同声会賞受賞。

(平 成

武蔵野音楽大学卒業、
及び大学院修了。
第 36回 日伊声楽コンコルソ入選。

慶應義塾大学経済学部卒業。東京藝術大学声楽科卒業、同大学院オペ ラ科修了。

ドイツのブラウンシユヴアイク歌劇場、新国立劇場等において多くのオペラに

「魔笛」
「ウリッセの帰還」
「フィガ国の結婚」
「コシフアン トウッテ」
「ナブッコ」

「椿姫
「カヴアレリア・ ルスティカーナ 」トゥリッドウ、
「カルメン」ホセ、
出演。

「こうも り」等のオペ ラに主演 した他、「第九 」
「メ
「椿姫 コ「ジヤンニスキッキ 」

Jア ルフレー ド、
「蝶 々夫人 」ピンカー トン、
「フアウ
「仮面舞踏会」リッカル ド、

「カル ミナブラーナ」各種「 レクイエム」等にソ リス トで出演。音楽現代、
サイア 」

スト」
「 ドン・ カルロ」
「シラノ 。ド・ベルジュラック」のタイトル ロール、「ジ

毎 日新聞、 モース トリークラシ ックで称賛された。混声合唱団ブル ーメンクラ

ヤンニ・ スキッキ Jリ ヌッチョ、
「友人フリッツ Jフ リッツ等の役を歌い好評を

ンツ音楽監督・ 常任指揮者。葛飾区民合唱団指揮者。足利オペ ラ リリカ研究科

得る。日伊音楽協会会員。

講師。二期会会員。

チケットFAX申 し込み用フオーム】 送信先 044‑944‑3171 にちらの面をFAXに てご送信く
【
ださい。
〉
プ回フェッシ ョナルズ・ オーケス トラ ニューイヤーお しゃベ リオペ ラコンサー ト

1月 12日
お名 前

一
Ｔ

ご住所
ご連絡 先

容

お 申込 み枚数

[

]枚

1枚

3′

000円

※ご記入いただいた個人情報は 「モーツアル トの音楽をたの しむ会」の活動での利用のみとし、他の用途での利用や第三者への提供はいた しません。

⑬

救急指定・労災指定

溝の口駅下車徒歩3分

8044(822)6121(イ t)

総合健診システム
溝の口駅下車徒歩3分

8044(822)1278(イ t)

ぷ欄獅
髪
「 鰈ζ

