
2023年度主催公演出演アーティスト

プロフィール一覧

2022.11.24 於：門真市民文化会館ルミエールホール

公益財団法人

関西フィルハーモニー管弦楽団



1 
 

目次 
1. 目次 
2. 鈴木 優人(指揮) 
3. 森 麻季(Soprano)&加耒 徹(Baritone) 
4. 藤岡 幸夫(指揮) 
5. 長谷川 陽子(Vc) 
6. オーギュスタン・デュメイ(指揮&Vn) 

7. マニュエル・ヴィオック＝ジュード(Vla) 

8. 原田 慶太楼(指揮) 
9. 服部 百音(Vn) 
10. マックス・トーマス(Boy Sop.)&並河 寿美(Sop.)&村上 敏明(Ten.) 
11. マチュー・ヘルツォーク(指揮) 
12. 角野 隼斗(Pf) 
13. アレクセイ・オグリンチュク(指揮&Ob) 
14. 澤江 衣里(Soprano)&櫻田 亮(Tenor) 
15. 高関 健(指揮) 
16. 奥井 紫麻(Pf) 
17. 飯守 泰次郎(指揮) 
18. 中山 直音(Timp)&角 武(Perc) 
19. フランク・ブラレイ(Pf)&児玉 桃(Pf) 
20. 杉谷 歩の佳(Vn)&梅本 貴子(Cl)&廖 冬保(Fg) 
21. 亀井 聖矢(Pf) 
22. 記載外(新規出演者無し)公演一覧 

 



2

(C)Marco Borggreve

2023年 10月 20 日(金)

鈴木優人 首席客演指揮者就任披露記念演奏会(1)

於：ザ・シンフォニーホール

                                                    

関西フィルハーモニー管弦楽団 首席客演指揮者 (2023 年より)

東京藝術大学卒業及び同大学院修了。オランダ･ハーグ王立音楽院修了。

令和 2 年度（第 71 回）芸術選奨文部科学大臣新人賞、第 18 回齋藤秀雄メモリアル基金賞、

第 18 回ホテルオークラ音楽賞、第 29 回（2021 年度）渡邉曉雄音楽基金音楽賞受賞。

バッハ・コレギウム・ジャパン（BCJ）首席指揮者、読売日本交響楽団指揮者／クリエイテ

ィヴ・パートナー、アンサンブル･ジェネシス音楽監督。

2023 年より関西フィルハーモニー管弦楽団首席客演指揮者に就任。

指揮者として NHK 交響楽団、読売日本交響楽団等と共演するほか、本年 4 月にはドイツ・

ハンブルク交響楽団に客演。

鈴木優人プロデュース・BCJ オペラシリーズ、モンテヴェルディ：歌劇《ポッペアの戴冠》

（2017）、ヘンデル：歌劇《リナルド》（2020）ではバロック・オペラの新機軸として高く評価

され、後者は第 19 回佐川吉男音楽賞を受賞。2022 年 5 月のグルック：歌劇《オルフェオとエ

ウリディーチェ》（勅使川原三郎新演出）で新国立劇場に指揮者として初登場。

NHK-FM「古楽の楽しみ」にレギュラー出演するほか、テレビ朝日系列「題名のない音楽会」

などメディア出演も多い。

録音は BCJ との J.S.バッハのチェンバロ協奏曲集(BIS）、タメスティとのデュオ(Harmonia 
Mundi)など多数。

調布国際音楽祭エグゼクティブ･プロデューサー。作曲、編曲はもとより、バッハの喪失楽

章の復元も多数手がける。

ブルーノート東京にも定期的に出演するなど、その活動に垣根はなく、各方面から大きな期

待が寄せられている。

九州大学客員教授。

Twitter / ＠eugenesuzuki
Facebook & Instagram / masatosuzukimusic

(C)Marco Borggreve

於：ザ・シンフォニーホール
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鈴木優人 首席客演指揮者就任 (2)

東京藝術大学、同大学院独唱専攻、文化庁オペラ研修所修了。

ミラノとミュンヘンに留学し、プラシド・ドミンゴ世界オペラコンクール「オペラリア」等多数の国内外のコンクールに上

位入賞を果たす。ワシントン・ナショナル・オペラ《後宮からの逃走》でアメリカ・デビュー。その後、ルイージ指揮ドレス

デン国立歌劇場《ばらの騎士》、エディンバラ音楽祭 《リナルド》、ノセダ指揮トリノ王立歌劇場《ラ・ボエーム》に出演し、

国際的な評価を得る。

2015 年佐渡裕プロデュースオペラ《椿姫》、2017 年鈴木優人プロデュースオペラ《ポッペアの戴冠》、2020 年《リナルド》

は各紙で好評を博す。コンサートではアシュケナージ、小澤征爾、パーヴォ・ヤルヴィ等の著名指揮者やＮＨＫ交響楽団、フ

ランクフルト放響等の内外の主要オーケストラ、ドレスデン聖十字架合唱団と共演し成功を収める。

透明感のある美声と深い音楽性は各方面から絶賛され、NHK スペシャルドラマ「坂の上の雲」メインテーマや 2016 年文

部科学省主催 WFSC 公式イベントに出演するなど、日本を代表するオペラ歌手として常に注目をあびる。CD はエイベック

ス・クラシックスよりリリース。2022 年より国立音楽大学客員教授。

安宅賞、ワシントン・アワード、五島記念文化賞、出光音楽賞、ホテルオークラ賞受賞。

Twitter アカウント：https://twitter.com/makimori_sop

福岡県出身。

東京藝術大学大学院修士課程を首席で修了。大学院アカンサス賞受賞。二期会オペラ研修所を総代で修了。

最優秀賞および川崎靜子賞受賞。第 20 回友愛ドイツリートコンクール第 2 位。

日本歌曲賞、日本Ｒシュトラウス協会賞受賞。2014 年シャネル・ピグマリオン・デイズアーティスト。

バッハ・コレギウム・ジャパン声楽メンバーとして「マタイ受難曲」「メサイア」などの公演にはソリストとして出演。

オラトリオのソリストとして数多くのコンサートに出演する他、歌曲の演奏にも定評があり幅広いレパートリーを持つ。

オペラでの活躍もめざましく、2015 年日生劇場「ドン・ジョヴァンニ」タイトルロール、二期会「ジューリオ・チェーザ

レ」アキッラ、2016 年二期会「ナクソス島のアリアドネ」ハルレキン、2018 年「フィガロの結婚」伯爵、日生劇場「コジ・

ファン・トゥッテ」グリエルモ、2019 年二期会「金閣寺」鶴川など、多くの作品に出演。

CD「Kaku Toru Début」をリリース。NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」出演。

女声合唱団「サーナ・テクセレ」音楽監督。洗足学園音楽大学非常勤講師。

二期会会員。

任 ( )
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(C)SHIN YAMAGISHI

※年間全ての「定期演奏会」開催会場は、ザ・シンフォニーホールです。

2023年 4月 29 日（土・祝） 第 336回定期演奏会(1)

関西フィルハーモニー管弦楽団 首席指揮者

英国王立ノーザン音楽大学指揮科卒業。｢サー･チャールズ･グローヴス記念奨学賞｣を
特例で受賞。

1993 年 BBC フィルの定期演奏会が｢タイムズ｣紙などで高く評価され、翌 1994 年
｢プロムス｣に BBC フィルを指揮してデビュー。以降ロイヤル･フィル、ロイヤル･リヴ
ァプール･フィル等数多くの海外オーケストラに客演。2006 年オヴィエド歌劇場ブリテ
ン｢ねじの回転｣でスペインにオペラ･デビュー。その年の同劇場新演出作品のベスト･パ
フォーマンス･オブ･ザ･イヤーに輝き、2009 年に R.シュトラウス｢ナクソス島のアリア
ドネ｣で再び脚光を浴びた。2016 年にはブリュッセルで A.デュメイ、V.アファナシエフ
と共演。2017 年 5 月にはアイルランド国立交響楽団にマーラーの第 5 交響曲で客演、
聴衆総立ちの大成功を収めた。

マンチェスター室内管弦楽団、日本フィルを経て、現在、関西フィル首席指揮者、東
京シティ・フィル首席客演指揮者。毎年 40 公演以上を指揮し、2022 年に 23 年目のシ
ーズンを迎えた関西フィルとの一体感溢れる演奏は常に高い評価を得ている。

テレビ、ラジオへの出演も多く、番組の立ち上げに参画し、指揮･司会として関西フ
ィルと共に出演中の BS テレビ東京「エンター･ザ･ミュージック」（毎週土曜 8:30〜）
は放送 400 回を超え、2022 年 10 月に 9 年目のシーズンを迎えた。

東大阪市特別顧問。滋賀県長浜市 PR 大使（文化観光大使）。きょうと城陽応援大使。
2020 年 12 月、エッセイ集『音楽はお好きですか？』（敬文舎）を刊行。その続編も

2021 年 12 月に刊行。
2021 年 9 月、CD『シベリウス交響曲全集』（ALM RECORDS）をリリース。

公式ファンサイト http://www.fujioka-sachio.com/
Twitter アカウント @sacchiy0608

(C)SHIN YAMAGISHI
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(C)Hideki Shiozawa

2023年 4月 29 日（土・祝） 第 336回定期演奏会(2)

色彩豊かな音色と音楽性を持ち合わせた、日本を代表するチェロ奏者の一人。

2022年デビュー35周年を迎えた。

桐朋学園大学付属「子供のための音楽教室」で井上頼豊氏に師事。1987年リサイタル・デビュー。

翌 1988年小林研一郎指揮／日本フィルとの共演で協奏曲デビュー。桐朋学園音楽大学を経て、シベ

リウス･アカデミー（フィンランド）に留学。アルト・ノラス氏に師事し、1992 年首席で卒業。

これまで NHK交響楽団、プラハ交響楽団等、国内外の主要オーケストラとの共演多数。

その他、日本各地でリサイタルに出演。室内楽奏者としても多くのコンサートに出演している。

絵本「まってる。」（千倉書房）、「金子みすゞ」の詩、「セロ弾きのゴーシュ」などを題材とした企

画コンサートにも出演し、幅広いファン層から支持を得ている。また仙台クラシックフェスティバ

ル、小値賀音楽祭（長崎・五島列島）など全国の音楽祭から招待され出演している。プロデューサー

としても活躍しており、バッハをテーマとしたコンサートを企画・出演。国際コンクールの審査員や

室内楽奏者としても活躍。

メディアへの露出も多く、NHK Eテレ「ららら♪クラシック」では MC高橋克典氏のチェロの先生

やゲスト等でたびたび出演した。その他、ラジオのパーソナリティなどでレギュラー出演するなどし

ている。

CDは「ブラームス／ソナタ」「バッハ／無伴奏チェロ組曲」「展覧会の絵」「バーバー＆エルガー：

チェロ協奏曲」「チェリッシモ」「シャコンヌ」「ショパン・トリビュート」等をリリース。

2022年 5月にはデビュー35周年記念アルバム「ベートーヴェン:チェロ・ソナタ集」をリリース。

アリオン賞審査員奨励賞、松村賞、霧島国際音楽祭賞、ロストロポーヴィチ国際コンクール特別

賞、モービル音楽賞奨励賞、新日鉄音楽賞フレッシュ･アーティスト賞、齋藤秀雄メモリアル基金賞

等、受賞多数。現在、桐朋学園大学音楽学部准教授として後進の指導にもあたっている。

チェロ協会理事。

ホームページ：http://yoko-hasegawa.com

(C)Hideki Shiozawa
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(C)ELIAS

2023年 5月 19 日（金） 第 337回定期演奏会(1)

(C)ELIAS

関西フィルハーモニー管弦楽団 音楽監督

オーギュスタン・デュメイは、クラシック界におけるヨーロッパの偉大な伝統の継承
者としてその地位を確立しており、今世紀最高のヴァイオリニストのひとりとして国際
的に高く評価されている。
カラヤンとの共演やベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とのコンサート、さらに EMI

からリリースされている数々の録音により卓越したヴァイオリニストとして注目を集
めるようになった。

“正統派スタイル”と定評のある彼の奏法は、ドイツ・グラモフォンに録音したマリ
ア・ジョアン・ピリスとのベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ全集」や、カメラー
タ・アカデミカ・ザルツブルクとのモーツァルト「ヴァイオリン協奏曲集」など、多く
の優れた録音にも表れている。

ヴァイオリニストとして世界の主要オーケストラおよび著名な指揮者と定期的に共
演しているほか、20 年程前からは指揮者としても精力的に活動しており、2003 年から
はワロニー王立室内管弦楽団の音楽監督を、また 2011 年からは関西フィルハーモニー

管弦楽団の音楽監督を務めている。

2004年よりブリュッセルのクィーン・エリザベス・ミュージック・チャペルの教授を
務めており、才能ある若手ヴァイオリニストたちの指導にあたっている。

映画監督のジェラール・コルビオは、デュメイのドキュメンタリー映画『Augustin 

Dumay, laisser une trace dans le coeur』を制作した。

これまでに EMI、ドイツ・グラモフォン、ONYX から 50 以上の録音をリリースしてお
り、数々の賞を受賞している。2017年大阪市市民表彰
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2023年 5月 19 日（金） 第 337回定期演奏会(2)

1991年生まれ。同世代の奏者の中でも最も有望という呼び声の高いフランスのヴィオラ奏者。

5歳からパリでピアノや歌など多岐にわたる音楽教育を受け、若くしてフランス国立放送児童合唱

団に入団。その後、パリ国立高等音楽院でジャン・スレムの元でヴィオラを学ぶ。

これまで、A.タメスティ、今井信子、T.マスレンコ、T.ツィンマーマン、L.パワーなど著名なヴィ

オラ奏者に師事。

権威ある国際コンクールで数々の賞を受賞し、2014 年にはロサンゼルスのプリムローズ国際ヴィ

オラコンクールで第 2位とソナタ特別賞を、2016年にはマン島の第 12回ライオネル・ターティス国

際ヴィオラコンクールで第 2位を獲得している。

協奏曲と室内楽の両方において熟達したプレイヤーとして、これまでにフランス・ユース管弦楽団

やコンセルヴァトワール卒業生オーケストラ、ヌーヴェル・ヨーロッパ室内管弦楽団、チェコのモラ

ヴィア・フィルハーモニーオーケストラ、ドイツのフォーグトラント・フィルハーモニーオーケスト

ラやエルブラント・フィルハーモニー・ザクセン、アメリカのサンタバーバラ室内管弦楽団、ヴェネ

ズエラのシモン・ボリバル・オーケストラなど数多くのオーケストラと共演。

室内楽奏者としても、ナントのラ・フォル・ジュルネ、アムステルダム室内音楽祭、ヴェルビエ音

楽祭、新潟ラ・フォル・ジュルネ、セイジ・オザワ松本フェスティバル、エクサン・プロヴァンス音

楽祭、タングルウッド音楽祭、ヴェネズエラの第 5 回ヨーロピアン・ヤング・ソリスト・フェスティ

バル、ド―ヴィル 8月音楽祭、フィルハーモニー・ド・パリ、ジュネーブのヴィクトリアホール、エ

ルマウ城やクローンベルクなど、主要なクラシック音楽の舞台で演奏を披露してきた。

毎年夏には小澤征爾主催のスイス国際アカデミーに参加し、そこで出会った岡田修一(Vn)とキム・

ボムジュン(Vc)との三人で 2018年に結成したトリオ・アーノルドでも活躍している。

2015年には初の CD「Viola Reflections」がリリースされ、絶賛を浴びる。

使用楽器はシュテファン・フォン・ベア製作。

ホームページ：https://www.vioque-judde.com

いう呼び声の高い ヴィオラ奏者。
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(C)SHIN YAMAGISHI

2023年 6月 16 日（金） 第 338回定期演奏会(1)

現在、アメリカ、ヨーロッパ、アジアを中心に目覚しい活躍を続けている期待の俊英。

シンシナティ交響楽団およびシンシナティ・ポップス･オーケストラ、アリゾナ・オペラ、リッチ

モンド交響楽団のアソシエイト･コンダクターを経て、2020 年シーズンから、アメリカジョージア

州サヴァンナ・フィルハーモニックの音楽＆芸術監督に就任。

ヒューストン、インディアナポリス、メンフィス、ルイジアナ、ウエストバージニア、ツーソン、

フェニックス、ハワイ等のオーケストラと共演。国内でも様々なオーケストラと共演。

オペラ指揮者としても実績が多く、アリゾナ・オペラのアシスタント・コンダクターとして、

<ドン・パスクワーレ><連隊の娘><カルメン><トスカ>ほかの作品を手がけてきた。

シンシナティ・オペラ、ブルガリア国立歌劇場、ノースカロライナ・オペラで活躍。国内ではフェ

ニーチェ堺のオペラに登場。

2010年タングルウッド音楽祭で小澤征爾フェロー賞、2013年ブルーノ・ワルター指揮者プレビュ

ー賞、2014・2015・2016・2020・2021・2022年米国ショルティ財団キャリア支援賞を受賞。

1985年東京生まれ。インターロッケン芸術高校音楽科において、指揮を F.フェネルに師事。指揮

法をロシアのサンクトペテルブルクで学び、2006 年 21 歳のときにモスクワ交響楽団を指揮してデ

ビュー。

2009年、ロリン・マゼール主催の音楽祭「キャッソルトン・フェスティバル」にマゼール氏本人

の招待を受けて参加。2010 年には音楽監督ジェームズ・レヴァインの招聘を受けてタングルウッド

音楽祭に参加、2011年には芸術監督ファビオ・ルイジの招聘により PMFにも参加。これまでに、ロ

バート･スパノ、マイケル･ティルソン･トーマス、オリバー･ナッセン、ヘルベルト･ブロムシュテッ

ト、ステファン・アズベリーなどに師事。

オーケストラやオペラのほか、室内楽、バレエ、ポップスやジャズ、そして教育的プログラムに

も積極的に携わっている。

2021年 4月東京交響楽団正指揮者に就任。

第 29回(2021年度) 渡邉曉雄音楽基金音楽賞受賞。第 20回齋藤秀雄メモリアル基金賞受賞。

オフィシャル・ホームページ： kharada.com/ @KHconductor

(C)SHIN YAMAGISHI
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(C)CHIHOKO ISHI

2022年 6月 16 日（金） 第 338回定期演奏会(2)

1999年 9月 14日生まれ。

5歳よりヴァイオリンを始め、幼少期より辰巳明子、ザハール・ ブロンに師事。

8 歳でオーケストラと初共演し、2009 年にポーランドでのリピンスキ・ヴィエニャフスキ国際ヴァ

イオリンコンクールで史上最年少第 1位並びに特別賞を受賞。

10歳より演奏活動を始め 11歳でミラノのヴェルディホールでリサイタルを行いグランドデビュー。

ロシア、ヨーロッパに於いても演奏活動を始める。

2013年にはヤング・ヴィルトゥオーゾ国際コンクールでグランプリ、新曲賞を受賞。

また同年開催のノヴォシビルスク国際ヴァイオリンコンクールでは 13 歳でシニア部門に飛び級エ

ントリーし、史上最年少グランプリを受賞。

2015年にはボリス・ゴールドシュタイン国際コンクールでグランプリを受賞。

2016年 10月「ショスタコーヴ ィチ:ヴァイオリン協奏曲第 1番、ワックスマン:カルメン 幻想曲」

で CDデビューし、レコード芸術の特選盤に選出される。

2017年新日鉄住金音楽賞、岩谷時子賞、2018年アリオン桐朋音楽賞、服部真二音楽賞、2020年ホテ

ルオークラ音楽賞、出光音楽賞を受賞し 2021年 1月にはブルガリ アウローラ アワードを受賞した。

現在は N 響、読響、東フィル、東響、日フィルをはじめとする数々の著名オーケストラ、指揮者と

共演を重ね海外でもマリインスキー劇場をはじめ様々な演奏活動を行っている。

21年 10月より桐朋学園大学音楽学部大学院に進学。

使用楽器は日本ヴァイオリンより特別貸与のグァルネリ・デル・ジェス。

服部百音オフィシャルサイト：https://www.mone-violin.com

(C)CHIHOKO ISHI
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(C) Hugh Warwick

(C) 樋川智昭

2023年 7月 15 日（土） 第 339回定期演奏会／指揮：藤岡幸夫

マクシムス(“マックス”)・トーマスは，オックスフォード大学のモードリン・カレッジ・クワ

イアで少年聖歌隊員の 5 年間の任期を務め、同クワイアを少年聖歌隊リーダーとして 2022 年 7 月

をもって退団。2022/2023 シーズンに出演するコンサートにおいて、《チチェスター詩編》（バーン

スタイン）、《キャロルの祭典》（ブリテン）のボーイ・ソプラノのソロ・パートを歌う。

モードリン・カレッジの少年聖歌隊員としての任期中には中核となるレパートリーの全てでボー

イ・ソプラノのソロ・パートを担当。カレッジチャペルでの 1000 回を越す礼拝や、米国・ベルギ

ー・フランス・スペインなどでのコンサート・ツアーに参加、アレグリの《ミゼレーレ》、プーラ

ンクの《ミサ曲ト長調》、ブリテンの《テ・デウム》、ハイドンの《小オルガン・ミサ》などを歌っ

てきた。その他英国各地での演奏や BBC、クラシック FM、オンラインによる数々の放送にも出演。

現在はモードリン・カレッジ・スクール在学中で、マリア・トンプソンの指導を受けながらボー

イ・ソプラノとしての活動を続けている。オックスフォードのコミュニティ内でプロとして演奏す

るグループ「ザ・ミゼリコーズ」の創設メンバー。

国立音楽大学声楽学科卒業。文化庁在外研修員として、2001 年よりイタリア･ボローニャへ 2 年

間留学。その後、2007 年までイタリアに在住。イタリアオペラを中心に 60 役を超える幅広いレパ

ートリーを有し、国際的に活躍している。

2002 年にオルヴィエートのマンチネッリ劇場にて｢リゴレット｣マントヴァ公爵で欧州デビュー。

その後｢蝶々夫人｣、｢イル・トロヴァトーレ｣、｢ナブッコ｣、｢トスカ｣等を主演。

藤原歌劇団では、｢椿姫｣アルフレード、｢ラ･ボエーム」ロドルフォ、「ルチア」エドガルド、｢仮

面舞踏会｣リッカルド、｢リゴレット｣マントヴァ公爵等、新国立劇場では、｢椿姫｣アルフレード、

「蝶々夫人」ピンカートン、｢愛の妙薬｣ネモリーノ、｢黒船｣領事ハリス、｢修禅寺物語｣頼家、「ジャ

ンニ・スキッキ」リヌッチョ等に主演し、常に最大級の賛辞を受けている。

第 9 回マダムバタフライ世界コンクール優勝のほか、15 の国際声楽コンクールで優勝または上位

入賞。2004 年には、第 40 回日伊声楽コンコルソ第 1 位、第 35 回イタリア声楽コンコルソ･シエナ

大賞と、国内 2 大タイトルを獲得し話題を集める。

平成 16 年度五島記念文化賞オペラ新人賞受賞。八王子コミュニティオペラ芸術監督。勝浦歌劇

団総監督。藤原歌劇団団員。人気実力ともに日本を代表するテノール歌手として活躍している。

公式ホームページ：https://www.iltenoremurakami.com

門田泰子、田原祥一郎の両氏に師事。

NHK 洋楽オーディション合格、全日本学生音楽コンクール大阪大会第 1 位、宝塚ベガ

音楽コンクール第 3 位及び特別賞、飯塚新人音楽コンクール第 2 位、ABC 新人コンサー

トオーディション合格、神戸・灘ライオンズクラブ音楽賞、他受賞多数。また 2006 年の

兵庫県立芸術文化センター・佐渡裕芸術監督プロデュース「蝶々夫人」の成果で平成 18
年度兵庫県芸術奨励賞を、堺シティオペラ「蝶々夫人」等の成果で平成 18 年度音楽クリ

ティッククラブ賞を受賞。

オペラは「フィガロの結婚」伯爵夫人、マルチェッリーナ、「魔笛」ダーメ 1、「ドン・

ジョヴァンニ」ドンナ・エルヴィラ、「ラ・ボエーム」ミミ、ムゼッタ、「外套」ジョルジ

ェッタ、「カヴァレリア・ルスティカーナ」サントゥッツァ、「ファルスタッフ」アリーチ

ェ、「ドン・カルロ」エリザベッタや、「修道女アンジェリカ」「トスカ」「蝶々夫人」「ト

ゥーランドット」「カルメン」、マスネ「シンデレラ」等のタイトルロール他、多数に出演。

コンサートでは第九を始め、モーツァルト「レクイエム」、「戴冠ミサ」、フォーレ「レ

クイエム」、オルフ「カルミナ・ブラーナ」、ヴェルディ「レクイエム」、ペルゴレージ「ス

ターバト・マーテル」、ロッシーニ「スターバト・マーテル」他のソリストをつとめる。

東京二期会会員。

(C) Hugh Warwick

マクシムス

イアで少年聖歌隊員の

をもって退団

スタイン）

モードリン・カレッジの少年聖歌隊員としての任期中

イ・ソプラノのソロ・パートを担当。カレッジチャペルでの

ー・

ンクの《ミサ曲ト長調》

てきた。その他英国各地での演奏や

現在はモードリン・カレッジ・スクール在学中で

イ・ソプラノとしての活動を続けている。オックスフォードのコミュニティ内でプロとして演奏す

るグループ「ザ・ミゼリコーズ」の創設メンバー。
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(C)remi riere

2023年 9月 13 日（水） 第 340回定期演奏会

ヴァイオリン独奏：オーギュスタン・デュメイ

※日本語表記では、「マテュー・ヘルツォーク」とも呼びます

指揮者、ヴィオラ奏者、作曲家、アレンジャー(オーケストレーター)としてオールラウンドの活躍

を見せるフランスの音楽家。エベーヌ弦楽四重奏団の創設メンバー(2014年退団）。

「完全なアーティスト」「本物のミュージシャン」は、彼を表現するために最も頻繁に出てくる言葉

の一つ。自ら結成したアンサンブル・アパッショナートを精緻な指揮で率い、楽譜を常に新鮮な響き

で蘇らせている。

ウェブでの活動にも力を入れており、「音楽の感情（L’Émotion musicale）」と題したウェブ・コン

サートなども展開。文学と歴史にも情熱を注いでおり、ビゼーの人生についてのオペラ作品のリブレ

ットも手がけるなど、マルチな才能はとどまるところを知らない。

セミョン・ビシュコフ、ダニエル・ハーディング、ガボール・タカーチ・ナギ、ジョルジュ・クル

ターグ、メナヘム・プレスラー、アルフレッド・ブレンデル、内田光子ら偉大な巨匠とも数多く共演。

エラート、ワーナークラシックス、EMI、ドイツグラモフォンで多くのレコーディングを行い、仏デ

ィアパゾンドール、仏 Choc du Monde de la Musique、グラモフォン誌からも絶賛を受けている。

近年も、モーツァルトの最後の 3つの交響曲を一気に録音（Naïve、2019年）、また、2021-2022年

にかけては、Naïve、アパッショナート・レーベルと提携し、サン＝サーンス、R.シュトラウス、シェ

ーンベルク、レスピーギ等を収録した 2枚の新アルバムを録音している。

フィリップ・ジャルスキーやナタリー・デッセイなどのクラシック・アーティスト、ジャズ歌手の

ステイシー・ケント、ポップ・シンガーのルス・カザルスらの楽曲のオーケストレーションも手がけ

ている。

2019年よりブラリカム音楽祭オーケストラ（オランダ）の音楽監督。

。

(C)remi riere
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2023年 10月 27 日（金） 第 341回定期演奏会／指揮：藤岡幸夫

1995 年生まれ。2018 年、東京大学大学院在学中にピティナピアノコンペティション特級グランプリ受賞
し、それをきっかけに本格的に音楽活動を始める。

2021 年第 18 回ショパン国際ピアノコンクールセミファイナリスト。2019 年リヨン国際ピアノコンクール第 3
位。2017年ショパン国際コンクール in ASIA大学・一般部門アジア大会にて金賞受賞、その他受賞多数。

これまでにハンブルク交響楽団、ブダフォク・ドホナーニ管弦楽団、読売日本交響楽団、東京フィルハーモ

ニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、群馬交響楽団、国立ブ

ラショフ・フィルハーモニー交響楽団等と共演。

ジャン＝マルク・ルイサダ、金子勝子、吉田友昭の各氏に師事。

2020年 3月東京大学大学院情報理工学系研究科を卒業。卒業時に「東京大学総長大賞」を受賞。
現在は国内外でコンサート活動を行う傍ら、“Cateen(かてぃん)”名義で自ら作編曲および演奏した動画を
YouTubeにて配信し、チャンネル登録者数は 100万人を、総再生回数は 1億回をそれぞれ突破。
ハンブルグ、ブダペストでのオーケストラ共演の他、パリ、ウィーン、ポーランドなどにてリサイタルを開催。

2019年 12月に自身初の全国 5都市でのソロリサイタルツアーを開催。2020年 12月にはサントリーホー
ルデビューを果たし、チケットは発売即日に完売。2021 年 6 月にはジャズの聖地「ブルーノート東京」デビ
ューを果たす。2022年の全国 9都市ツアーでは東京国際フォーラムホールで千秋楽公演を行った。
2020 年 12 月 1st フルアルバム「HAYATOSM」をリリース。オリコンデイリー8 位を獲得。他「島本須美

sings ジブリ リニューアルピアノバージョン」では全曲ピアノ演奏/編曲。
milet、ゆず、映秀。をはじめ様々なアーティストとのコラボ活動も手掛ける。
第 72回 NHK紅白歌合戦にて上白石萌音と共演、MBS「情熱大陸」、TBS「バース・デイ」などのドキュメ
ンタリー番組や、テレビ朝日「題名のない音楽会」「ミュージックステーション」、NHK「クラシック TV」「クラシ
ック倶楽部」などの音楽番組にテレビ出演多数。2022 年 4 月スタートの NHK 「サタデーウォッチ 9」の番
組音楽を手がけている。2021年より、CASIO電子楽器アンバサダー、スタインウェイアーティスト。

クラシック音楽に確かな位置を築きつつも、ジャンルを越えた音楽すべてに丁寧に軸足を置く、真に新しい

タイプのピアニストとして注目を集めている。

Official Website ： https://hayatosum.com

にピティナピアノコンペティション特級グランプリ受賞
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(C)Marco Borggreve

2023年 11月 18 日（土） 第 342回定期演奏会

ヴァイオリン独奏：オーギュスタン・デュメイ

1978 年、モスクワで音楽家の家庭に生まれる。グネーシン音楽大学でオーボエを学んだ後、パリ国立
高等音楽・舞踏学校に進学し、モーリス・ブルグ、ジャン＝ルイ・カペッツァリ、ジャック・ティスら
のもとで学ぶ。

モスクワ、プラハ、パリなど数々の国際コンクールで優勝し、1998 年にはジュネーヴの権威ある CIEM
コンクールで第 1 位を獲得。1999 年にユヴェントス賞、2000 年にナテュクシス財団賞を受賞。2002 年
には、ヴィクトワール・ドゥ・ラ・ミュジク・クラシックで外国人アーティスト新人賞および聴衆によ
って選出される賞の２つを獲得。2007 年には、ボルレッティ・ブイトーニ・トラスト賞を授与された。

20 歳でワレリー・ゲルギエフ率いるロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団の首席オーボエ奏者と
なる。2005 年 8 月からはロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席オーボエ奏者を務めている。

13 歳からソリストおよび室内楽奏者として世界中の一流ホールで演奏しており、これまでに、マリス・
ヤンソンス、ミシェル・プラッソン、アンドリス・ネルソンス、ケント・ナガノ、ダニエル・ハーディ
ング、ジャナンドレア・ノセダ、ファビオ・ルイージ、トゥガン・ソヒエフ、ファビオ・ビオンディ、
イルジー・ビエロフラーヴェク、ステファヌ・ドゥネーヴらと共演している。
室内楽では、ギドン・クレーメル、ラドゥ・ルプー、トーマス・クヴァストホフ、タベア・ツィンマ

ーマンらと共演。また、ヴェルビエ、BBC プロムス、シティ・オブ・ロンドン、カンヌのミデム、プラ
ードのパブロ・カザルス、コルマール、ロッケンハウス、モスクワ、アムステルダムなど数々の音楽祭
に招かれている。

ここ数年は指揮者としての活躍も目覚ましく、マリインスキー歌劇場管弦楽団、モンテカルロ・フィ
ルハーモニー管弦楽団、ブリュッセル・フィルハーモニック、BBC フィルハーモニック、フランス国立
ロワール管弦楽団、ヴェルビエ音楽祭室内管弦楽団、ジュネーヴ室内管弦楽団、リトアニア室内管弦楽
団、スウェーデン室内管弦楽団、カメラータ RCO、ラハティ交響楽団、サンクトペテルブルク・フィル
ハーモニー交響楽団、クレメラータ・バルティカ、 セビリア・バロック管弦楽団、アムステルダム・シ
ンフォニエッタなどに客演している。

録音では、バッハ、モーツァルト、シューマン、スカルコッタス、R.シュトラウスなどの作品を BIS
レコード、ペンタトーン、ハルモニア・ムンディよりリリースしている。

2011 年 9 月にモーリス・ブルグから引き継ぎ、ジュネーヴ高等音楽院のオーボエ科の教授として教鞭
を執る。また、ハーグ王立音楽院の客員教授も務めているほか、世界各地で行っている数多くのマスタ
ークラスも好評である。

使用楽器は「マリゴ」。

(C)Marco Borggreve

ギュスタン・デュメイ

年、モスクワで音楽家の家庭に生まれる。グネーシン音楽大学でオーボエを学んだ後、パリ国立
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2023年 12月 9 日（土） 「第九」特別演奏会／指揮：鈴木優人

バリトン：加耒徹

島根県益田市出身。

萩光塩学院中学校・高等学校卒業。国立音楽大学卒業。東京藝術大学大学院修士課程及び博士課程修了。

英国歌曲研究により博士号取得。日本学術振興会より奨学金を得て、ロンドンに短期留学。

第 79 回日本音楽コンクール 2 位入賞。第 11 回東京音楽コンクール最高位。

声楽を永井和子、佐藤峰子に師事。ソリストとしてバッハ・コレギウム・ジャパン、日本フィルハーモニー交響楽団、読売

日本交響楽団などと共演。《ロ短調ミサ曲》、《メサイア》、《ドイツ・レクイエム》、《カルミナ・ブラーナ》やロイド＝ウェッ

バー《レクイエム》など後期バロックから現代まで幅広いレパートリーを持つ。

NHK テレビ番組『名曲アルバム』コーヒー・カンタータの演奏や NHK-FM『リサイタル・ノヴァ』に出演。

東京藝術大学附属音楽高等学校非常勤講師。島根県ふるさと親善大使・遣島使。立教学院聖パウロ礼拝堂会衆。

北海道出身。

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院音楽研究科前期修士課程修了。声楽を故平野忠彦、ジャンニ・ファッブリーニ、

ウィリアム・マッテウッツィ、グローリア・バンディテッリの各氏に師事。

1997 年よりイタリア国立ボローニャ音楽院に留学。その後、イタリアを中心にヨーロッパ各国で幅広く演奏活動を行い、

これまでにアカデミア・ビザンティーナ、ラ・ヴェネシアーナ、ル・コンセール・ド・ナシオン、コレギウム・ヴォカーレ、

ローマ・サンタ・チェチーリア交響楽団など様々な団体で、オッターヴィオ・ダントーネ、クラウディオ・カヴィーナ、ジョ

ルディ・サヴァール、フィリップ・ヘレヴェッヘ、トン・コープマンなど多くの著名な指揮者と共演している。2004 年イタ

リア・クレモナ国際音楽祭のモンテヴェルディ作曲「ウリッセの祖国への帰還」、2007 年スコットランド・エジンバラ国際音

楽祭のモンテヴェルディ作曲「オルフェオ」、2008 年ドイツ・ポツダム音楽祭のカヴァッリ作曲「ラ・ロジンダ」など、ヨー

ロッパ各地の主要な音楽祭のオペラ公演に多数出演。国内ではヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 NHK 交響楽団をはじ

め、読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団など多くの楽団と共演。鈴木雅明率いるバッハ・コレギウム・ジャ

パンとは CD 録音や国内外の公演で共演している。

2002 年ブルージュ国際古楽コンクール第 2 位（声楽最高位）、第 27 回イタリア声楽コンコルソ・シエナ部門大賞、第 29 回

日伊コンコルソ入選、第４回奏楽堂主催日本歌曲コンクール入選ほか、内外での受賞多数。二期会オペラ・スタジオ修了時に

最優秀賞および川崎静子賞を受賞。

東京藝術大学音楽学部声楽科教授。サントリーホール・オペラアカデミー・コーチングファカルティ。二期会会員。また日

本イタリア古楽協会運営委員長としてイタリア・バロック音楽の普及に務めている。

バリトン：加耒

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院音楽研究科前期修士課程修了。声楽を故平野忠彦、ジャンニ・ファッブリーニ、
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(C)Masahide Sato

2023年 2月 23 日(金・祝) 第 343回定期演奏会(1)

桐朋学園在学中にカラヤン指揮者コンクールジャパンで優勝、ベルリンに留学しカラヤンのアシスタン

トを務めた。タングルウッド音楽祭でバーンスタイン、小澤征爾らに指導を受け、1981 年にベルゲン交

響楽団を指揮してヨーロッパ・デビュー。

1983 年ニコライ･マルコ記念国際指揮者コンクール第 2 位。1984 年ハンス･スワロフスキー国際指揮者

コンクール優勝を経て、1985 年 1 月に日本フィル定期演奏会で日本デビュー。

日本のオーケストラはもとより、ウィーン響、オスロ･フィル、ベルリン･ドイツ響、クラングフォーラ

ム･ウィーン、ケルン放送響などに客演。2013 年 2 月と 2017 年 4 月にはサンクトペテルブルグ･フィル

定期演奏会を指揮、聴衆や楽員から再び大絶賛を受けた。

オペラでも新国立劇場での團伊玖磨「夕鶴」、大阪カレッジオペラでのブリテン「ピーター･グライムズ」

をはじめ、2019 年 3 月はウラジオストクとサンクトペテルブルグで「夕鶴」、2021 年 4 月には新国立劇

場公演ストラヴィンスキー「夜鳴きうぐいす」とチャイコフスキー「イオランタ」を指揮、作品の魅力を

存分に伝えて高い評価を得ている。

広島交響楽団音楽監督･常任指揮者、新日本フィル正指揮者、大阪センチュリー響常任指揮者、群馬響

音楽監督(現･名誉指揮者)、札幌響正指揮者、京都市響常任首席客演指揮者などを歴任し、現在東京シティ･

フィル常任指揮者(2015 年 4 月～)、仙台フィルレジデント･コンダクター(2018 年 4 月～)、富士山静岡響

首席指揮者(2021 年 4 月～)、東京藝術大学音楽学部指揮科教授兼藝大フィル首席指揮者。

第 4 回渡邉曉雄音楽基金音楽賞(1996 年度)、第 10 回齋藤秀雄メモリアル基金賞(2011 年)、第 50 回サ

ントリー音楽賞(2018 年度)を受賞。NHK 等の番組にも定期的に出演するなど、幅広い活躍を続けている。

(C)Masahide Sato



16

(C)Takahiro WATANABE

2023年 2月 23 日(金・祝) 第 343回 奏会(2)

2004 年 5 月生まれ。5 歳半でピアノを始め、7 歳より故エレーナ・アシュケナージに師事。

8 歳でオーケストラと初共演し、12 歳でゲルギエフ指揮マリインスキー劇場管弦楽団と共演。

10 歳よりスピヴァコフと世界各国で共演を重ね、2019 年 10 月にはモスクワ・ヴィルトゥオージ室内

管弦楽団のヨーロッパ・ツアーのソリストに起用され、15 歳でベルリン・フィルハーモニー、ウィーン・

ムジークフェライン、プラハ・スメタナホール、ハンブルク・エルプフィルハーモニーを始めとするヨ

ーロッパの著名ホールにデビュー。

9 歳から世界各国での音楽祭に招かれ、マリインスキー劇場、Fondation Louis Vuitto、マドリード国

立音楽堂等で演奏。各地のオーケストラとも多数共演し、これまでにロシア・ナショナル管弦楽団(ミハ

イル・プレトニョフ指揮)、ロシア・ナショナル・フィルハーモニー管弦楽団(ウラディーミル・スピヴァ

コフ指揮)、ウクライナ国立交響楽団(ミコラ・ジャジューラ指揮)他、日本では読売日本交響楽団(広上淳

一指揮)、東京交響楽団(秋山和慶指揮)等と共演。

モスクワ音楽院付属中央音楽学校を経て 2018 年よりグネーシン特別音楽学校でタチアナ・ゼリクマ

ンに師事。2019 年 12 月、国立アレクサンドル・スクリャービン記念博物館より 2019 年度の「スクリ

ャービン奨学生」に選ばれる。

2016 年モスクワ国際グランドピアノコンクール最年少受賞、2015 年第１回クライネフ・ モスクワ国

際ピアノコンクールジュニア部門最年少第１位、2013 年第 14 回ロシア国営文化テレビ主催「若い音楽

家のための国際 TV コンテスト“くるみ割り人形”」ピアノ部門第 2 位及び全部門総合聴衆賞ほか数々の

賞を受賞。ウラディーミル・スピヴァコフ国際慈善基金奨学生。

2021 年 4 月にモスクワのボリショイ劇場で行われた第３回プロフェッショナル音楽賞”BraVo”では

“The Most Popular Classical Artist from the Partner Country”を受賞している。

(C)Takahiro WATANABE

第 343回 奏会(2)
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(C) 武藤 章

2023年 3月 29 日（金） 第 344回定 会

関西フィルハーモニー管弦楽団 桂冠名誉指揮者

1962年桐朋学園大学音楽科卒。藤原歌劇団公演『修道女アンジェリカ』にてデ
ビュー。ニューヨーク、ヨーロッパで研鑽を積み、1966年ミトロプーロス国際指
揮者コンクール、1969 年カラヤン国際指揮者コンクールで共に第 4位入賞。1972
年、芸術選奨新人賞とバルセロナのシーズン最高指揮者賞を受賞。

これまでに読売日響、ブレーメン、マンハイム、ハンブルク、レーゲンスブル
ク各歌劇場指揮者、エンスヘデ市立歌劇団第一指揮者、東京シティ・フィル、名
古屋フィル、関西フィル常任指揮者、新国立劇場オペラ部門芸術監督を歴任。

オペラ（特にワーグナー）に対する深い造詣から、バイロイト音楽祭元総監督
ヴォルフガング・ワーグナーも「飯守こそドイツ語で Kapellmeister と呼ぶに相
応しく、そこにはマエストロという言葉以上に大きな尊敬の念が込められてい
る」と評した。

2000年度サントリー音楽賞、2003年度芸術選奨文部科学大臣賞、2004年 11月
紫綬褒章、2008年大阪市市民表彰、2010 年 11月旭日小綬賞、2012 年度文化功労
者、2012年度日本芸術院賞、2014年度毎日芸術賞。2014年 12 月には日本芸術院
会員に選出された。
飯守泰次郎×関西フィル「ワーグナー特別演奏会」（2021年 1 月 23日 ザ・シ

ンフォニーホール）が、2021年度音楽クリティック・クラブ賞本賞を受賞。

現在、仙台フィル常任指揮者、東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者、関西フィ
ル桂冠名誉指揮者。

オフィシャルサイト http://www.taijiroiimori.com/

(C) 武藤 章

344回定 会
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―その他の主催公演―

2023年 5月 6日（土） 東大阪特別演奏会／指揮：藤岡幸夫
於：東大阪市文化創造館

関西フィルハーモニー管弦楽団 首席ティンパニ奏者

相愛大学音楽学部打楽器専攻卒業。同大学専攻科修了。
第 14 回 KOBE 国際音楽コンクール入賞。
関西打楽器協会の推薦で日本打楽器協会新人演奏会に出演。
これまでに中谷満、堀内吉昌、奥村隆雄、高橋篤史、宮本妥子、吉原すみれの各氏に師事
またフラブルク音楽大学教授、ベルンハルト・ヴルフ氏の特別講座を受講。
関西打楽器協会会員。
現在、関西フィルハーモニー管弦楽団、首席ティンパニ奏者。

関西フィルハーモニー管弦楽団 打楽器奏者

大阪音楽大学打楽器専攻卒業。 小谷康夫氏に師事。
同大学卒業演奏会に出演。在学中、選抜オーディションに合格し、ソリストとしてザ・

カレッジオペラハウス管弦楽団と共演。
関西打楽器協会主催・第 26 回新人演奏会にて、KOROGI 賞を受賞。その後、関西支

部の推薦を受け日本打楽器協会主催・第 27 回新人演奏会に出演。
第 15 回大阪国際音楽コンクール民族楽器部門(マリンバ)第 3 位入賞。
現在、関西フィルハーモニー管弦楽団打楽器奏者。
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©KENPO

(C)Marco Borggreve

2023年 5月 26日（金） 住友 ールシリーズ Vol.55 ／指揮・Vn：オーギュスタン・デュメイ

2023年 9月 18日（月・祝） 住友生命いずみホールシリーズ Vol.56／指 オーギュスタン・デュメイ

4 歳でピアノを始め、10 歳でフランス放送フィルとのコンサートでデビュー。パリ国立高等音楽院で、パスカル・ドゥヴァ

イヨン、クリスティアン・イヴァルディ、ジャック・ルヴィエらに師事、ピアノと室内楽でプルミエ・プリを満場一致で獲得。

1991 年、ベルギーでのエリーザベト王妃国際音楽コンクールで優勝、さらにインターナショナル・ミュージック・アワー

ドを審査員全員一致で受賞。1991 年 10 月、パリでのデビュー・リサイタルを皮切りにヨーロッパ各地はもとより、アメリ

カ、カナダ、アジアで演奏活動を展開し、パリ管、フランス国立管、フランス放響、ライプツィヒ・ゲバントハウス管、ベル

リン放響、ロンドン響、スイス・ロマンド、ロッテルダム・フィル、ボストン響、ロスアンゼルス・フィルなどのメジャーオ

ーケストラからも次々と招かれ成功を勝ち得た。また室内楽の分野での活躍もめざましく、特にヴァイオリニストのルノ・カ

プソンとは世界各地のホールで共演、2011,12 年にはベートーヴェンのヴァイオリンソナタ全曲演奏をパリのシャンゼリゼ劇

場とロンドンのウィグモア・ホールで成功させた。

ハルモニア・ムンディ・フランス、キング・レコードなどから数多くの CD をリリースし、好評を得る。

現在、パリ国立高等音楽院にて後進の指導にあたる傍ら、ベルギーのワロニー王立室内管弦楽団の音楽監督を務める。

J.S.バッハからメシアンを含む現代作品まで、幅広いレパートリーと豊かな表現力で活躍を続ける国際派。

幼少の頃よりヨーロッパで育ち、パリ国立高等音楽院に学ぶ。1991 年、ミュンヘン国際コンクールに最年少で最高位に

輝く。その後、ケント・ナガノ指揮ベルリン・フィル、小澤征爾指揮ボストン響、モントリオール響、ベルリン･ドイツ響、

北ドイツ放送交響楽団との共演、デュトワ指揮 NHK 交響楽団とのアジアツアーのソリストを務めるなど着実に世界的な

キャリアを築く。2008 年にはメシアン生誕 100 年を記念したシリーズ公演(全 5 回）を行い高い評価を得た。2013 年には

ルツェルン音楽祭、ウィグモアホール、東京オペラシティ文化財団の共同委嘱による「細川俊夫：練習曲集」をルツェルン

音楽祭にて世界初演、12 月には東京オペラシティにて日本初演、翌年ロンドン・ウィグモアホールでも演奏。

CD はオクタビア・レコードより「ドビュッシー：impressions」、「ショパン・ピアノ作品集」「メシアン：幼子イエスに

注ぐ 20 のまなざし」がリリースされており、ヨーロッパでも高い評価を得ている。2010 年にはメシアンの「鳥のカタロ

グ」全集をリリース。ECM よりリリースされた CD「鐘の谷～ラヴェル、武満、メシアン：ピアノ作品集」は、ニューヨ

ーク・タイムズ、サンフランシスコ・クロニクル、ル・モンド・ド・ラ・ムジーク、仏クラシカ・マガジン、テレラマ等で

大絶賛を博し、2017 年には ECM 第 2 弾、「点と線・ドビュッシー＆細川俊夫：練習曲集」をリリース。さらに、ペンタト

ーンより、姉の児玉麻里との連弾によるチャイコフスキー3 大バレエ抜粋をリリースしている。2021 年 3 月、ECM 第 3 弾

となる「細川俊夫：月夜の蓮 - モーツァルトへのオマージュ-、モーツァルト：ピアノ協奏曲第 23 番」をリリース、大き

な話題を呼んだ。

2009 年中島健蔵音楽賞および芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。カールスルーエ音楽大学（ドイツ）教授。

©KENPO

26日（金） 住友

歳でピアノを始め、10 歳でフランス放送フィルとのコンサートでデビュー

(C)Marco Borggreve

ルシリーズ Vol.56／指 オーギュ

バッハからメシアンを含む現代作品まで、幅広いレパートリーと豊かな表現力で活躍を続ける国際派。
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2007 年生まれ。 3 歳より天理教音楽研究会で岩谷悠子氏に師事。現在、天理中学校三年生。
2012 年、第 24 回京都こどものためのヴァイオリンコンクール金賞。
2016 年、田中祐子氏指揮、京都市交響楽団と共演。
第 26 回日本クラシック音楽コンクール弦楽器部門小学校の部全国大会最高位。
関西弦楽コンクール優秀賞及び審査員賞。第 18 回大阪国際音楽コンクール第 1 位及び大阪市長賞。
こども音楽コンクール重奏部門において文部科学大臣賞を受賞。
第 72 回全日本学生音楽コンクールバイオリン部門小学校の部全国大会第 3 位。
第 74 回全日本学生音楽コンクールバイオリン部門中学校の部大阪大会第 1 位。

2023年 8月 3日（木） Meet the Classic Vol.47／指揮：藤岡幸夫
於：住友生命いずみホール

年生まれ。 3 歳より天理教音楽研究会で岩谷悠子氏に師事。現在、天理中学校三年生。
年、第 24 回京都こどものためのヴァイオリンコンクール金賞。

月 3日（木） Meet the C

関西フィルハーモニー管弦楽団 首席クラリネット奏者
京都市立芸術大学音楽学部卒業。在学中、パシフィック・ミュージック・フェスティバルに

ジュニア・フェローとして参加。同大学の卒業演奏会、第 17 回ヤマハ管楽器新人演奏会に出
演。第 12 回日本木管コンクール、クラリネット部門にて、第 3 位受賞。第 6 回松方ホール音
楽賞、選考委員奨励賞を受賞。第 2 回クラリネットアンサンブルコンクール、デュオ部門第１
位受賞。大阪中央ロータリークラブ 25 周年記念音楽コンクール入賞。
関西フィルハーモニー管弦楽団とこれまで数回にわたり、クラリネット協奏曲を共演。
オーケストラ活動の他、ソロ、室内楽など幅広く活動中。現在関西フィルハーモニー管弦楽

団首席奏者、なにわ《オーケストラル》ウィンズメンバー、関西セルマーカルテットメンバー。
2019 年、ヴィオラ奏者中島悦子、ピアノ奏者森玉美穂とのトリオの CD『KLEINES 

KONZERT 』をリリース。

関西フィルハーモニー管弦楽団 首席ファゴット奏者
7 歳からファゴットを始め、張安琪、區慧思の両氏に習う。

香港アカデミー・フォー・パフォーミングアーツ(HKAPA)にて金瑞氏に師事し、同アカデ

ミーを首席で卒業。その後、香港ジョッキークラブ(音楽及び舞踊芸術基金)の支援を得て、

フランクフルト音楽・舞台芸術大学で Henrik Rabien に師事。2020 年 9 月、修士課程を修

了し卒業。

2014 年にアジア・ユース・オーケストラのメンバーに選ばれ、2015 年にはソリストとし

て HKAPA アカデミー交響楽団と共演。翌 2016 年には HKAPA の代表として上海オーケス

トラアカデミー、並びに北ドイツ放送交響楽団に招かれる。

2015 年、香港電台(公共放送局)の「Young Music Makers 2015」の一人に選出。2014 年

から 2017 年まで「The Bassoonion」の会長を務めたほか、室内アンサンブル「M-eureka！」

の共同設立者でもあった。

ゲスト奏者として、ケルン WDR 交響楽団、深圳交響楽団に、首席奏者としてロイヤル・

フィルハーモニー管弦楽団、香港シンフォニエッタ、関西フィルハーモニー管弦楽団に客演。

2021-2022 年シーズンでは兵庫芸術文化センター管弦楽団に在籍し、芸術監督佐渡裕より

同オーケストラのリサイタル・シリーズ出演者に抜擢される。

現在、関西フィルハーモニー管弦楽団首席ファゴット奏者。
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2022 年 11 月 13 日、ロン=ティボー=クレスパン国際コンクールにて第 1 位を受賞。
併せて「聴衆賞」「評論家賞」の 2 つの特別賞を受賞。

2001 年生まれ。4 歳よりピアノを始める。
愛知県立明和高等学校音楽科を経て、飛び入学特待生として桐朋学園大学に入学。現在、桐朋学園

大学 4 年在学中。第 9 回福田靖子賞、第 6 回アリオン桐朋音楽賞受賞。2021, 2022 年度公益財団法人
ロームミュージックファンデーション奨学生。2022 年度公益財団法人江副記念リクルート財団奨学
生。

桐朋学園大学在学中の 2019 年、第 88 回日本音楽コンクールピアノ部門第 1 位、及び聴衆賞受賞。
同年、第 43 回ピティナ・ピアノコンペティション特級グランプリ、及び聴衆賞受賞。

2022 年、マリア・カナルス国際ピアノコンクール第 3 位受賞。ヴァン・クライバーン国際ピアノコ
ンクールセミファイナリストなど、国内外での受賞を重ねている。

これまでに、飯守泰次郎、井上道義、梅田俊明、海老原光、太田弦、大友直人、川瀬賢太郎、佐藤俊
太郎、出口大地、原田慶太楼、広上淳一、藤岡幸夫、松井慶太、山下一史、渡邊一正の各氏の指揮で、
NHK 交響楽団、読売日本交響楽団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハー
モニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、オー
ケストラ・アンサンブル金沢、関西フィルハーモニー管弦楽団、京都市交響楽団、セントラル愛知交響
楽団などと共演。

2022 年 12 月に予定しているサントリーホールデビューリサイタルは既に完売。
また、角野隼斗との 2 台ピアノコンサートは 5,000 人を超える動員を予定し、全公演完売している。

2022 年 12 月 7 日に、1st フルアルバム「VIRTUOZO」をリリース予定。
また、テレビ朝日「題名のない音楽会」、NHK「クラシック倶楽部」などメディアでも多数取り上げ

られるなど、今もっとも勢いのあるピアニストとして注目されている。

亀井聖矢オフィシャルサイト：https://www.masaya-kamei.com

2023年 8月 20 日（日） 第 13回城陽定期演奏会／指揮：藤岡幸夫
於：文化パルク城陽
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―上記記載外(新規出演者無し)の演奏会― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2023年 11月 23日（木・祝） 住友生命いずみホールシリーズ Vol.57／指揮・Vn：オーギュスタン・デュメイ 

於：住友生命いずみホール 

 

 

2023年 8月 6日（日） 第 9回親子定期演奏会／指揮：藤岡幸夫 

於：ザ・シンフォニーホール 

 

2024年 1月 20日（土） 華麗なるニューイヤーコンサート／指揮：藤岡幸夫 

於：門真市民文化会館ルミエールホール 

 

2024年 2月予定 バレンタインコンサート／指揮：藤岡幸夫 

於：住友生命いずみホール 
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公益財団法人

関西フィルハーモニー管弦楽団




