クルル presents

“夏の想い出” コンサート
夏の思い出
ヴァイオリン：重森

夏は来ぬ

他

捺音／ピアノ：宮脇 彩永

ティエルプのポルスカ ベートーヴェンポルスカ

他

ニッケルハルパ：榎本

翔太／フィドル：野間 友貴
北欧ダンスユニットも参加！

「夏の想い出」をテーマに写真を大募集！！
コンサートでは、お客様より募集した夏の想い出写真をスクリーンに投影します。

夏といえば・・・

コンサートの
鑑賞を
ご希望の方は
応募方法

2022 年

８月 21 日（日）13：30

会場：宗次ホール（名古屋・栄
主催：伊藤忠製糖株式会社

開演

用されたお客
様
を採
品

へ

それぞれの出来事には家族の想い出が詰まっています。
今一度懐かしい日々を想い出してみませんか？

作

スイカ割り
夏休み
ブタの蚊取り線香
甲子園
海水浴
花火
麦わら帽子
盆踊り
カキ氷
暑中見舞い
浴衣
ビーチパラソル
そうめん
夕立
朝顔

13：00 開場

東急ホテルを西へ約 100m）
企画協力：宗次ホール

プレゼントを進呈！

往復ハガキに ①郵便番号②ご住所③お名前④電話番号を記入の上お申し込みください。8/10（水）消印有効
1 枚のハガキで最大 3 名様まで申込できます。
（同伴者のお名前を必ずご記入ください）
送付先 460-0008 名古屋市中区栄 4-5-14 宗次ホール 「クルル想い出コンサート」係
お申し込み多数の場合は、抽選となります。予めご了承ください。
公演開催についての最新情報や感染対策については宗次ホールまでお問い合わせください。

お問合せ先

宗次ホール
担当 野間 080-1557-7743 noma@munetsuguhall.com
伊藤忠製糖（株）担当 石川 0566-46-0627 kururu-concert@itochu-sugar.co.jp
※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。

名古屋市中区栄 4-5-14

TEL 052-265-1715

重森 捺音

愛知県立明和高等学校音楽科を経て、2022 年愛知県立芸術大学音楽学部卒業。
第 68 回全日本学生音楽コンクール 名古屋大会中学生の部入選。第 1 回多治見
音楽コンクール大学生の部金賞。第 37 回全日本ジュニアクラシック音楽コン
クール大学生の部第 2 位、サントリーホールにて入賞者披露演奏会に出演。第
78 回東京国際芸術協会新人演奏会出演。第 11 回岐阜国際音楽祭コンクール大
学生部第 1 位。2020 年サラマンカホール岐阜弦楽器貸与プロジェクトより楽器
を貸与される。これまでに松岡里佳、加藤ひとみ、市川絵理子、福本泰之、清水
高師、フェデリコ•アゴスティーニの各師に師事。

宮脇 彩永

テーマ

しげもり なつね（ヴァイオリン）

みやわきさえ（ピアノ）

愛知県立明和高等学校音楽科を経て、2022 年愛知県立芸術大学音楽学部卒業。同
大学院音楽研究科博士前期課程一年次に在学中。在学中、ピアノ名曲コンサート、
新進演奏家コンサートに出演。2018 年ウィーン夏期国際音楽ゼミナール受講。
第 41 回ピティナ・ピアノコンペティション全国決勝大会 G 級入選。第 5 回なごや
青少年ピアノコンクール 大学生・大学院生部門第 2 位、総合第 3 位、愛知県議会議
長賞。第 15 回セシリア国際音楽コンクール リサイタル部門第 3 位。これまでに、
岩野めぐみ、鈴木謙一郎、横山幸雄、イリーナ・チュコフスカヤの各氏に師事。

スウェーデンの夏至祭におけるフォークダ
ン ス の 規 模 は 各 地 で 異 な り、花 の 冠 を か
ぶった小さな子供や、親子が一緒に踊る形式
もよく見られる。規模の大きいところでは、
ダンスの輪が二重にも三重にもなる大人数
の構成となり、とても賑やかなフォークダン
スの集いとなる。

「夏の想い出」
写真大募集！
締 切 日：2022 年 7 月 31 日（日）
応募資格：お一人様３点まで応募可
応募方法：メールもしくは郵送

いずれも
郵便番号、ご住所、お名前、電話番号を
記載の上「クルル想い出写真」係まで
メールで応募の場合
noma@munetsuguhall.com
郵送で応募の場合
〒460-0008 名古屋市中区栄 4-5-14
宗次ホール
ご質問・お問合せ
080-1557-7743（担当：野間）

作品が採用された
お客様へ
伊藤忠製糖㈱より
“沖縄・奄美のきびオリゴ” と
“宗次ホールオリジナルバスタオル” を
進呈致します

（写真右）田中弘美さん （写真左）中川千晶さん

榎本 翔太

えのもとしょうた（ニッケルハルパ）

愛知県生まれ。6 歳からクラシックヴァイオリンを始める。8 歳からの 6 年間を
スコットランドで過ごし、クラシック音楽を続けながらスコットランドの伝統
音楽に触れる。スコットランド時代に ABRSM 監修のグレード 8 を distinction
で修了。帰国後、同志社大学入学後はジャズバイオリンに触れる。20 歳で北欧
音楽バンド「Drakskip」に加入。バンド加入と共にニッケルハルパの存在を知り、
23 歳から演奏を始める。独学でニッケルハルパを演奏してきたが 2015 年から
1 年間、本場スウェーデン、Eric Sahlstrom Insutitute にて演奏を学ぶ。

野間 友貴

のま ゆうき（フィドル＆ハーディングフェーレ）

北欧伝統音楽に精通する弦楽器奏者、作曲家。名古屋音楽大学卒。18 歳で北欧
伝統音楽に出会い 2006 年「Drakskip」を主宰、日本全国各地〜北欧各国で演奏
活動を行う。2015 年 8 月〜 16 年 6 月、スウェーデンの Malungsfolkhögskola 伝
統音楽科で学びながら現地の名手を訪問し研鑽を重ねる。近年は数々のバンド
での演奏活動、国内でのレッスン・ワークショップを開催。主な出演に「LIFE 〜
夢のカタチ〜」
（朝日放送）、
「Från Haverö till Osaka」
（スウェーデン公共放送）
おんがく交差点（BS テレ東）など。ホームページ www.yukinoma.com

【 ご来場のお客様へのお願い 】
・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。
・館内ではマスクを着用してください。
・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。
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、宗次ホール公式ホームページ
https://munetsuguhall.com/ をご覧ください。

若き演奏家たちを応援します。

TEL 052（265）1715

〜笑顔のためにできること〜

［営業時間］10：00 〜 16：00

名古屋市中区栄 4-5-14 〒460-0008
URL www.munetsuguhall.com

■地下鉄栄駅⑫番出口より東へ徒歩４分
オアシス
21

栄

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

「クルル」マークは、お客さまと私たちを繋ぐ信頼のシンボルです。
「クルル」マークのおりなす優しさ、親しみや
すさ、和やかさを通じて、人と人とのふれあい、心と心のふれあいの輪を拡げていきたいと考えています。

テレピア
ホール

地下鉄12番出入口
地下鉄名城線

リラックスしたい時、からだの疲れを癒したい時、元気になりたい時・・・。そんな時、口にしたくなるお菓子。そ
の甘さは私たちをほっとさせ、たちまち幸せにしてくれるパワーがあります。伊藤忠製糖は、こうしたお菓子や食
品に欠かすことのできない砂糖の製造において、長年業界トップレベルの品質を誇る企業。

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

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

至丸太町

