第 13 回

プレイベント

シニアいきいきコンサート
いつまでも音楽のある暮らしを

共催：一般社団法人

中部シニア活性化機構／宗次ホール

第１部 講演
講演テーマ

講演テーマ

音楽は
イキイキ人生の
マジック！

江戸の
ふるさと岡崎の
八丁味噌を世界へ！

宗次ホール 代表

（株）まるや八丁味噌
代表取締役社長

宗次 德二

浅井 信太郎

むねつぐ とくじ

あさい しんたろう

第 ２ 部 コ ン サ ート

心も体もキレイになるクラシック

千田 絵里奈

江野 藍子

（ヴァイオリン）

（ピアノ）

ちだ えりな

ドビュッシー：月の光

えの あいこ

中田喜直：夏の思い出

2022 年９月８日（木）
チケットのお求めは

６月 12 日（日）

10 時より 販売開始

ドヴォルザーク：我が母の教え給いし歌

14：00 開演

他

13：30 開場［全自由席］一般 2,000 円

クーポン／ギフト券でお支払い頂けます。

● 宗次ホールチケットセンター

① TEL：052（265）1718
② インターネット予約 →

●チケットぴあ WEB 購入＝https://t.pia.jp/ 店頭購入＝セブンイレブン

※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）

第 13 回 なごや
今年は「健康で楽しいライフスタイル」をテーマに
プレイベント ９月 ８ 日（木） 会場：宗次ホール（詳細本紙）
メインイベント ９月30日（金） 会場：ウインクあいち を開催します。
30日のイベントは、社会人落語「楽語の会」東海支部代表のなるみ家
笑天さんによる落語や、元気の出る曲のコンサートを開催予定。
ご家族やご友人をお誘い合わせの上、ご参加ください。
メインイベントについてのお問い合わせは

シロじい

なごやマスターズデイ事務局

なごやマスターズデイ
公式キャラクター

TEL 052-218-6552（平日 9：30〜17：00）
宗次ホール 代表

宗次 德二

（株）まるや八丁味噌代表取締役社長

浅井 信太郎

むねつぐ とくじ

1948 年（昭和 23 年）10 月生（出身地 石川県）
1967 年（昭和 42 年）愛知県立小牧高等学校卒業
1973 年（昭和 48 年）岩倉沿線土地 開業
1974 年（昭和 49 年）喫茶店 バッカス 開業
1978 年（昭和 53 年）
カレーハウス CoCo 壱番屋創業
2002 年（平成 14 年）壱番屋役員返上
2003 年（平成 15 年）
NPO 法人イエロー・エンジェル設立 理事長 就任
2007 年（平成 19 年）
クラシック専用「宗次ホール」オープン 代表 就任

あさい しんたろう

愛知県幡豆郡生まれ。東京農大卒業後、醸造会
社に就職。1975 年、ハンブルグ大学入学。
1981 年まるや八丁味噌入社。
2004 年、代表取締役社長に就任。
1980 年後半より有機栽培大豆で八丁味噌の醸
造に取り組む。
現在、欧州を主として世界約 20 カ国以上に八
丁味噌を輸出。自ら海外へ渡り、八丁味噌を通
じて日本の食文化の普及につとめている。
令和 2 年より岡崎市観光協会会長に就任し、
地域の発展にも尽力している。

＊＊＊＊＊
ヴァイオリン

千田 絵里奈

ピアノ

江野 藍子

ちだ えりな

愛知県みよし市出身。愛知県立明和高
等学校音楽科卒業。愛知県立芸術大学
音 楽 学 部 器 楽 専 攻 ( 弦 楽 器 ) 卒 業。第
60 回明和高等学校定期演奏会、第 19
回豊田市ジュニアオーケストラ定期
演奏会にてコンサートミストレスを
務める。2014 年、林俊昭氏らと共に豊
田市ジュニアオーケストラ OB でイタ
リアで公演、好評を博す。第 7 回岐阜
国際音楽祭コンクールアンサンブル
部門第 2 位。
これまでに故・上田明子、神戸潤子、白
石禮子の各氏に師事。ヤマハ音楽振興
会認定講師。

愛知県立芸術大学音楽学部器楽専攻 ( ピアノコース )
卒業。大学在学中、学内選抜オーディション合格者に
よるコンサート「室内楽の楽しみ」に出演。第 19 回み
え音楽コンクールピアノ部門大学生・一般の部第 2 位。
第 18 回九州音楽コンクールピアノ部門一般の部金賞
及び最優秀賞 ( 最高位 )。2018 年、ピアノデュオリサイ
タルを開催。2020 年、プリマヴェラ合奏団とモーツァ
ルトのピアノ協奏曲を共演。
「自衛隊愛知地方協力本
部創立記念祝賀会」にて祝賀演奏を行う。ディズニー
映画『アナと雪の女王』でハンス王子役を演じたミュー
ジカル俳優の津田英佑氏とディナーショーで共演し、
好評を博す。その他、室内楽、声楽・器楽・合唱伴奏等、
東海地方を中心に演奏活動を行う。
これまでにピアノを布施京子・熊谷恵美子・兼重直文、
ジャズピアノを西川麻子の各氏に師事。
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。
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。

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

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。

テレピア
ホール

地下鉄12番出入口

栄

三越

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

愛知芸術
文化センター

錦通

地下鉄東山線
栄駅

地下鉄名城線

館内ではマスクを着用してください。

オアシス
21

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

【 お客様へのお願い 】

えの あいこ

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
至丸太町

■地下鉄栄駅⑫番出口より東へ徒歩４分

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）

