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18:45開演 [18:15開場]

2021.12.24Fri

49500円

イ

伊藤玉本

2,000円

TICKET附帥刷

4,000円

※未球学兄五t,入 j彎はこ迫盛(ださtヽ .

来前売りの時点Fチケットが光い切れてし芸う虫l合、当□券の販売tわつIせたので強とこくをふ .

※状 i足によりと客様の安全なこ参加力壕 しいと`ギlttfした
'料

合 lお atの 公h~中 止手の可能性があ嵯 す.

彙箭●情報は メー ンピジ方スアンスト(ヽこBイ )ヽイや トクリエーンコンヨ,の ウェブサイトでご熊認ください.

ご来場のお客綾へ新型コロナウイルス(covID‐19)の

感染拡大防止ご協力をお願いさせていただいておりまi

詳しくはHPを♂磁盟のうえ3来堀をお環ぃいたします

:式

前売り

[前九・
囃
tilこ .もに]

高校生以下

当 日

一演 奏 予 定 山 目 ―描 目鴎 胎 tユけ変更になる給 がありとす。

◆追憶
◆想い出のサンフランンスコ

◆ユーヒー″ンバ

◆ゴンドラの唄

◆星めぐりの歌
◆Baby ittt cold outs把c

◆O holy niど ht 鮨
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てコ古屋市中区妄三丁目21呑 19号 メニコンA卜 |卜 lE)く 5F
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チケット取扱い

お問い合わせ

愛知祟豊橋市出身。名古屋シティ管弦

楽阿(現 在のモントラル受知交響楽団)

のコンサートマスターを経て、現在フリー

ヴ,イ オリシ アイオラ炎者として名古屋を

中心に活解している,幅広いデャンルを手

掛t'常識 t:緯 られないに]由 な演奏のス

タイルには,t岳 手がある。1邸遊年にはⅢiJ;

日本交響楽IJを 設立し、コン十一卜やスターを務める傍t様 な々コン

十一卜の企lれl孝 と行う。作曲 犠曲家及び指揮者としても各地ti舌動

を行い、ミュージカル「キミのために敬範、バレユ占楽「オアング、」枠の持

台作品を作曲.幻 13年より十一ケストラ活動か1作曲と福山を中心とし

た活動ti転 換する。ケイコリー、杏里、同村■予など数多くの

ミュージ)ャンのオーケストラアレンジを担当し好評を博す。

宗川論〕確大 l.:|::ケゥ

蛭牟III実 11!ウ 
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歯t阜県大
'li市

出身.幼少よ

リモダンダンスを始める。ウH

納高校 と楽科で声楽を申

攻、Πri和 と楽大手ミュージ

カルを尊攻し、特待生で卒

来.

阿NTO THE WOODS」 l建

女役、「覗きからくり遠ll員鏡」
― お加代役、「Fたヽ IE」 カルズン

役、とん10)リ シアターミュージ

ルレ「モダンガールズ」みt,き役、「ともと暮らそう」Jと,子役、「事

遊崩の娘J宮歯t八 :預 役、「あらしのよるにJガプf費 等■寅じ

る。コンサートは「Sonぃ For hope」 (銀 座YAMAHAホー

ルxこ てチェリストの溝口尊氏と共演。「柴田智子アメリカンン

アターシリーズ」出演,ライブ出演多数ラ類の無い声でミュー

ジカルの枠セ越えジャズ、ポサノヴァ、ンャンツシなどボーダー

レスな演奏を行う:ま たミュージカル欠陵の開本Ⅲ奈、堤梨

来の3人 でミュージカルヴォーカルユニット「GEM'S」 としても

活動している
=

ヽ

/

名古竪芸術大学 I秦■ 部器楽 fl

卒業コントラバス′入ゝ者としてクラッシンク

からJazzポ ンブスま紹幅広いデャンルを

活動 .2013年 5'148電気文化会館

ザ・ヨン十一トホールにてリサイタルを開

l滓 ,コントラバスの魅 力を伝え、好辞を

惇す:お14年、2016年 、しらかわホール

にてチェコの依楽四重褒団 シュ″―ミノツカレテントと共i貨.新

感覚ユニット1ヽ ewTonesメ ンバー(=よ るランチタイン、コンサート1よ 16

図に及び、令和″年3'“ ヨ毘ndアルバ′.「 万有引カゼ」を発売す

椙山女サ国大学シンフォニーオーケストラ低はトレーナー、引し名

古屋ンティ管弦楽F円 副と楽監督.

,F腺 十三舅(
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東京芸術大学諄楽学部声

楽科卒辛_.同 大学大学院

修士課程オペラ尊攻修了.

オベラで1よ くドレ ジョヴァシ

ニ〉ドシ オッターヴィオ

役、く度鶴〉タミー′役、く愛

の妙業)ネモリーノ役、く格

電王〉アルフレード後、く蝶 夫々

人〉ビンカートンf々 、くキャン

ディード〉キャンディード役等

で出演。またペートーヴェン(第九)(ミサ・ツレ′.ニ ス〉準の合

叫I曲 ツリストを務める.クランックの演奏の他、大竹しのズ主

i賞 (ヒ アフ〉イヴ・モンタン役 劇tすl四 季ミュージカル(ウェスト

サイド物語〉トニー役等で出i賞・メニコン公演ではこriま で

にくキミのために散るXあしたの睡)で主演を務めた。

獨郷年に田中佐大郎とサ〕声ヴォーカルユニッIヽSl五お (シ リウ

ス)を結成し、日本ヨロムビアカらメジャーデビュー,こオlまでに

ファーストアルバム(卜 Iy Favorite Thhgs)、 tカシドアルバ

′、く星めぐりの歌)をリリース。

片桐 ・結 ‐/

岐 中市出身、高校在学中にシンセサ

イザーを始め、のちジャズビアノlこ 鰊

倒、10才よリプロi舌 動開始 ,長 年 l,子々

な演 焚交流を准て、現 在自己の作

尊写曲によるジャズニ重′′、「CTOと 並び

に、と重養:UNIT 7ど を中,Ы 二、コン

サートホール、ライブハウス、イベント幹

に出 i貨 =また、英青及び籍曲者として多方 hiの ジャシルに関わる

磯会があり、シャンツシ、カンツ十一ネ|し 、世界のホビュラーツングや

歌謡山■々、各種ヨンサートでの演奏並びに、CDヽ l作 、コン

サートに

'冬

tす る編曲、オーケストレーション幹を手掛 (サ ている、その

他、_卜lHK名古屋ヒソニスト兼ンシモサイザー奏青として約鮒牛 i占

動中、

iヽl it!ヽ III中 俊太郎

島恨県出身,東京会術大学旨

楽学部声楽科率柔̀ 岡 大学大

手院キ楽看1究科修士課碇独

唱尊攻1を「。同大学院】楽研

究科博 I:後期課程修r.東 京

姿術大学 博士(■楽)■位を

取f子 で英国オールドバラにお1する

Britten‐Pcars Young Artist

PrograIIimeにおいてイギリス歎

曲のマスタークラスを受講.宗 教

曲ではJ息
バツハ(クリスマスオラトリオXヨハネ受難曲Xロ トJ調 ミ十)、

ヘンデルくメサイア)、
ハイドン(天地創造〉、ヴェルディ(レ クイエム

)、 ド

ヴォルジ十~クくスターバトマーテル〉ブッチーニ(グローリアミサ〉など

でソロを担当4+ヘラfは (ラ ボエーム)シ ョナール、く受の妙Ⅲゝ)ベル

コーレ、(棒韓1)ジェルモン、くドンジョヴアンニ〉タイトルロールなどをi奮ど

る.また、ルイーデノーノ(ガルシアロ′し力の寝I申銘〉などの現代l出の

演奏にも取り職1む.博 |:後 期i黒 科では、日本人作曲家の歌曲作品を

中心にl千究 i貨 奏を行い、■位密査論文「松平額則く古今集)研究

―一近代フランスと楽受容から戦後制作への過程として」を提出.

劉17年度二髪地呼i賞受賞,
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●メニコンビジネスアシスト(MBA)イ ベント・クリエーション部

TEL052-935-1630僻 日10:00～ 18:00)
メールniba― cvcntcliacniC011-bそ i cojp
■おも前 テケ)卜技数 ご連箱先態 舌番号、テケット郵送売ご仁所を弱記のうえ メールをとf言 してください ,

●アイ,チケット

可EL0570-00-5310ォ ペレーター対応
平日 11:00～ 16:00(土日祝は休み)

奇誌倍品審非httpsノ /ctanago.com/rticket 24時 間予約可能
●窓□販売

メニコンANNEX lF受付僻日10:00～ 18:00
,r局 末は15:∝牽て ●芸文プレrガイド

●ホームページ予約 ホームベージからのチケット予約が便利です 可EL052-972-0430
https://event.menicon‐ ba.co.jp/ 平日10:00～ 19100、 主。日・祝10:00～18:00(月 曜定休 *祝日の場合は翌日)
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ACCESS
●」R「千種」駅地下鉄改札□方面、5番出□より従歩4分

●地下鉄東山線「千判 駅 5番出□より徒歩4分

●地下鉄桜通線「車道J駅 4番出□より従歩7分

HITOMIホール
名古屋市中区英三丁目21番 19号 メニコンAttNEX 5F

ANNEX事 務局 TEL052‐ 935‐0918 メニコンは禁煙運動を

推進しています ,
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メニコン本社 北賃Jの建物です

https:〃 wwwiannex.meniconico,,p ⑨


