Quartet Felice
名古屋デビュー公演

クァルテット・フェリーチェ

若い仲間達が真摯に弦楽四重奏に取り組んでいる素晴らしいグループ。
一人一人の音楽家としての水準の高さと意気込みは、演奏に表れています

大友 直人（MMCJ 創立音楽監督・指揮者 ）
クァルテット・フェリーチェは、すでに彼らなりの響きを持っている！…
大友 肇（特定非営利活動法人エク・プロジェクト／クァルテット・エクセルシオ チェリスト）
“ フェリーチェ ” はイタリア語の幸せ、もしくは喜ばしいから来ています。
彼らは聴衆の皆様をも幸せな気分にしてくれるでしょう。

磯村和英（元東京クァルテットメンバー・ヴィオラ奏者）
「クァルテット フェリーチェ」は結成した大学 1 年から指導しています。
４人の演奏技術の高さとアンサンブルの素晴らしさによる、若さ溢れる演奏をご期待
下さい。
山崎伸子（チェリスト）
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メンデルスゾーン：弦楽四重奏曲 第 2 番 イ短調 Op.13

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第 9 番 ハ長調 作品 59-3「ラズモフスキー」第 3 番
シューマン: ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品 44

2022 年５月３日（火・祝）
チケットのお求めは

３月 13 日（日）

10 時より 販売開始

16：30 開演 16：00 開場

●宗次ホールチケットセンター

① TEL：052（265）1718

［自由席］一般

2,000 円

② インターネット予約 →

店頭購入 セブンイレブン
● チケットぴあ WEB、購入 https://t.pia.jp/
● 名鉄ホールチケットセンター TEL：052（561）7755

※やむをえず、曲目などに変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。※未就学児のご入場は、ご遠慮ください。
※団体のお客様の為に席の一部を確保させていただく場合がございます。

名古屋市中区栄 4-5-14

営業時間：10：00

〒460-0008

〜 16：00

不定休

（終了時間は 17：00 もしくは 18：00 の場合有）

クァルテット・フェリーチェ
桐朋学園大学音楽学部2年生に在学中の20才の弦楽四重奏団。若き室内楽演奏家の登竜門であるミュージック・マスターズ・コース・ジャパン2021
（MMCJ2021）に選ばれ、創設音楽監督である指揮者の大友直人、指揮者アラン・ギルバート、
ヴィオラ奏者 鈴木 学の各氏、また日本を代表する弦楽四重奏団
「クァルテット・エクセルシオ」等からの薫陶を受ける。これを機に、クァルテット・フェリーチェを結成。カルテット名を決めるにあたり、現在桐朋学園大学で室内
楽を指導している磯村和英氏から「クァルテット・フェリーチェ」
と命名された。磯村氏は世界的な弦楽四重奏団である東京クァルテットの創設メンバーでもある。
2021 年 10 月、MMCJ2021 修了生とクァルテット・エクセルシオによる演奏会に出演。クァルテット・エクセルシオとメンデルスゾーンの弦楽八重奏曲を
共演。この演奏会をきっかけに演奏活動を開始。
桐朋学園大学学内成績優秀者による室内楽コンサートに出演。桐朋宗次ホールでシューベルト 弦楽四重奏曲第 14 番「死と乙女」を演奏。第 42 回 霧
島音楽祭では奨学金を得て参加。
クラシック・ヨコハマ ミュージアムコンサートin 三渓園に出演。第 4 回 K 室内楽コンクール第 1 位受賞。現在も引き続き、
桐朋学園大学で山崎伸子、磯村和英両氏の元で室内楽の研鑽を積んでいる。メンバー全員、桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）からの同級生、音楽仲
間であり、現在桐朋学園大学音楽学部 2 年に在学中。
今回がクァルテット・フェリーチェとして初の名古屋公演デビューであり、期待の新星ピアニスト、神原雅治との初共演となる。

第１ヴァイオリン

五月女 恵 Kei SAOTOME

4 歳より佐々木歩氏師事のもと、ヴァイオリンを始める。2009 年東京都交響楽団と共演。第 67 回 全日本学生音楽コンクール
東京大会第 3 位。2014 年 米国アスペン音楽祭に参加し川崎雅夫氏に師事、また選抜のコンサートに出演。第 9 回 ミュージック・
アカデミー in みやざき にて奨励賞受賞。第 42 回霧島国際音楽祭に奨学金を得て参加。第 4 回 K 室内楽コンクール第 1 位。
学内成績優秀者によるスチューデントコンサート、第 99、103 回室内楽演奏会、及び卒業演奏会に出演。現在、篠崎史紀氏に師事。
また、室内楽を磯村和英、山崎伸子の各氏に師事。桐朋学園女子高等学校音楽科を経て、現在桐朋学園大学音楽学部 2 年在学中。

第２ヴァイオリン

清水 耀平 Yohei SHIMIZU

6 歳より故上田明子氏の手ほどきでヴァイオリンを始める。第 23 回日本クラシック音楽コンクール小学校高学年の部全国大会
第 4 位。第 68 回全日本学生音楽コンクール名古屋大会中学校の部第 3 位。2014 年から中学校時代の３年間に渡り、オーストリ
ア留学。ザルツブルクモーツァルテウム音楽大学プレカレッジで学ぶ。2017 年、プリマ・ラ・ムジカ室内楽コンクール第 1 位（ザ
ルツブルク）ザルツブルク、マヨルカ島等で多数の演奏会に出演。その後帰国。桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）に編入学。
第 12 回ベーテン音楽コンクール高校の部全国大会第 1 位。現在、藤原浜雄氏に師事。これまでに、加藤瑞木、桐山建志、瀬崎明日
香、イゴール・オジム、ウォンジ・キム＝オジムの各氏にも師事。室内楽を山崎伸子、磯村和英の各氏に師事。現在、桐朋学園大学
音楽学部 2 年在学中。

ヴィオラ

川邉 宗一郎 Soichiro KAWABE

3 歳よりヴァイオリンを始める。第 29 回日本クラシック音楽コンクール高校の部全国大会第 3 位。第 77 回東京国際芸術協会新
人演奏会オーディション優秀新人賞（第 1 位）。第 10 回 K ジュニア & 学生音楽コンクール大学・一般の部最高位。これまでにヴァ
イオリンを、橋本洋、石井志都子、漆原啓子の各氏に師事。ハビブ・カヤレイ、渡辺玲子、杉浦美知各氏のマスタークラスを受講。
室内楽を山崎伸子、磯村和英、池田菊衛の各氏に師事。ヴィオラを文京楽器より貸与。桐朋女子高等学校音楽科を経て、現在桐朋
学園大学音楽学部 2 年在学中。

チェロ

蕨野 真美 Mami WARABINO

4 歳で桐朋学園音楽学部附属「子供のための音楽教室」仙川教室に入室。5 歳よりチェロを常光 聡氏に、2016 年より毛利伯郎氏
に師事。第 19 回 泉の森ジュニアチェロコンクール銅賞受賞。第 74 回 全日本学生音楽コンクール東京大会 第 3 位。学内オーディ
ションによる第 103、104 回室内楽演奏会に出演。これまでに室内楽を池田菊衛、磯村和英、堤剛、三上桂子、山崎伸子の各氏に
師事。桐朋女子高等学校音楽科を経て、現在桐朋学園大学音楽学部 2 年在学中。

ピアノ

神原 雅治 Masaharu KANBARA

2012〜2019 年ピティナ・ピアノコンペティション全国大会において C 級、
Ｆ級、連弾初級 B、連弾上級、コンチェルトＢ部門入選、
Ｅ級ベスト賞、
Ｆ級銅賞併せて聖徳大学川並弘昭賞、連弾上級銀賞、二台ピアノ上級銅賞、Jr.Ｇ級金賞併せて福田靖子賞、
Ｇ級金賞
併せて東京都知事賞とヒノキ賞、福田靖子賞選考会第2 位を受賞。全日本学生音楽コンクール・第71 回中学生名古屋大会第 1位・全
国大会入選、第73回高校生名古屋大会第 1位・全国大会第1 位。第 30 回日本クラシック音楽コンクール・全国大会高校男子の部第2
位（1位なし）
。岐阜ピアノコンクール第2・3・4・8 回金賞。2017〜19 年ぎふ・リスト音楽院マスターコース修了、修了コンサートに
出演。名古屋市立菊里高等学校音楽科卒業、名古屋音楽大学ピアノ演奏家コース 1 年生に４年間継続特待生として在学中。これま
でに窪田直美氏、菅原望氏に、現在では関本昌平氏、清水皇樹氏に師事。6 月に行われる第8 回仙台国際音楽コンクールに出場予定。

【 お客様へのお願い 】

■地下鉄栄駅⑫番出口より東へ徒歩４分

来館時、お手洗い使用後の手洗いや消毒にご協力ください。
館内ではマスクを着用してください。

オアシス
21

テレピア
ホール

中部電力
広小路通

東新町

東急ホテル

ローソン

セブンイレブン

中区役所

旧中日ビル

三越

地下鉄名城線

スタッフの勤務方法と共に、この他にも各感染予防対策を実施いたします。
詳しくは、ホームページ www://munetsuguhall.com をご覧ください。

愛知芸術
文化センター

地下鉄12番出入口

栄

開場時、お手洗い利用時の整列では間を空けてお並びください。

東海テレビ

錦通

地下鉄東山線
栄駅

東新町
出口

NHK
名古屋放送局

名古屋高速 都市環状線

久屋大通

至テレビ塔

発熱など、体調に不安のある方はご来場をお控えください。

名古屋市中区栄 4-5-14 〒460-0008
TEL：052（265）1715 FAX：052（265）1716
E-mail info@munetsuguhall.com
URL www.munetsuguhall.com
宗次ホールチケットセンター

至丸太町

営業時間：10：00〜16：00

不定休

（終了時間は17：00もしくは18：00の場合有）

