
美 浜　Monthly Classic
～誕生月の音楽家たちの名曲を集めて 2019－2020～

2nd シーズン監修 ： 高橋 梓　Azusa Takahashi （Vla）

東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校、 同大学音楽学部を経て、 同大学大学院音楽研究科修士課程修了。 サントリー

ホール室内楽アカデミー第一 ・ 二期で研鑽を積む。

第 3 回ドイツ ・ クヮッケンブリュック国際芸術コンクール第 1 位、 第 9 回日本演奏家コンクール第 1 位及び芸術賞、 第 7 回

ボルドー国際弦楽四重奏コンクール特別賞、 第 7 回千葉市芸術文化新人賞等受賞。 これまでにプロジェクト Q、 第 34 回

藝大室内楽定期演奏会、 芸大プロジェクト '09、 NHK-FM 「名曲リサイタル」、 新進演奏家育成プロジェクト リサイタル・シリー

ズ、 サントリーホール チェンバーミュージック ・ ガーデン等に出演。 これまでに堤剛、 若林顕、 竹澤恭子、 茂木大輔、 高

橋多佳子、 梯剛、 M. ブルネロ、 R. バボラーク、 カルミナ ・ クァルテット、 クァルテット ・ エクセルシオと共演。

現在、 表参道クラシックスペース、 ゴーシュ音楽院講師のほか室内楽を中心に演奏活動を行う。

永易　理恵 Rie Nagai （Pf）

幼少時より、ピアノ、ヴァイオリン、作曲など、幅広く音楽を学び、
桐朋学園大学女子高等学校音楽科を経て同大学在学中にドイ
ツへ留学。 ドイツ国立ベルリン芸術大学を首席で卒業し、 同大
学院 Konzert Examen 修了。 ドイツ国家演奏家資格を取得。
第 15 回かながわ音楽コンクールユースピアノ部門神奈川トヨタ
賞、 第 7 回大阪国際音楽コンクールピアノ部門第 1 位及び理
事長賞、 第 19 回市川市文化会館新人演奏会ピアノ部門最優
秀賞、第 9 回長江杯国際音楽コンクールピアノ部門第 1 位、他、
多数の賞を受賞。

2015 年より韓国 ・ 水原のワールドミュージックアカデミー春期講習会のピアノ講師、 2017 年
より洗足学園音楽大学ピアノ講師を務める。 また、 ベルリン芸術大学出身の演奏家 4 人で
活動する Ensemble Berliana 及びヴァイオリニストの Nagisa とピアノの Rie のデュオユニット
Musica Regina としても活動し、 レジーナオリジナルピースの作曲もしている。

岸川 りほ
3 歳よりヴァイオリンを始める。

第 11 回日本演奏家コンクール、第 11 回大阪国際音楽コンクー

ル、 第 4 回国際ジュニア音楽コンクール、 第 1 回日本香港

国際音楽コンクール、 第 66 回全日本学生音楽コンクール東

京大会にて第 1 位。

神戸松方ホールにてオーケストラとヴァイオリン協奏曲を共演。

オーストリア、 香港など海外のコンサートに出演。

Riho kishikawa （Vn）

千葉県生まれ。 茂木佳子氏のもとで 2 歳よりヴァイオリンを始
める。 桐朋学園高等学校音楽科を経て、 桐朋学園大学音楽
科に入学。 在学中に単身でドイツに渡り、 国立ベルリン芸術
大学に入学、 ディプロム課程を卒業後、 ソリストマスター課程
に進学し卒業。 ドイツベルリンオペラにて 2 年間アカデミー生
として研修を積む。 日本では学生音楽コンクール、 日本クラッ
シックコンクールなどで入賞。 海外ではドバイ ・ 国際ヤングヴィ
ルトゥオーゾコンクール第三位、 ベルリン ・ 国際ヒンデミットコン
クール第三位などを受賞。
千葉少年少女オーケストラ、 オンディーヌ室内管弦楽団、 新

高橋 渚 Nagisa Takahashi （Vn）

ベルリン交響楽団をはじめとするオーケストラと共演。 ほかにもソロコンサートや室内楽コン
サートなども国内 ・ 外で活動している。 これまでにヴァイオリンを茂木佳子、 藤原浜雄、 澤
和樹、若林暢、江藤アンジェラ、トマシュ・トマシェフスキー各氏に、室内楽をクロード・ルロー
ン氏に師事。 カッセル州立歌劇場にて第一ヴァイオリン契約団員として演奏をし、 現在は、
関東を主な拠点としてソロ、 室内楽、 オーケストラなどで活躍している。

11 歳で渡英し、 ロンドンでイフラ ・ニーマン、 パリでミシェル ・オークレー
ルのもとで学ぶ。 英国王立音楽院ジュニアアカデミー、 東京芸術大学
附属高校を経て、 同大学卒業。 これまでに印田礼二、 清水高師、 澤
和樹、吉川朝子、室内楽を松原勝也、山崎伸子、大友肇の各氏に師事。
 大阪国際音楽コンクール第 1 位、 およびプレジデント賞。 日本クラシッ
ク音楽コンクール第 2 位 ( 最高位 )。 全日本学生音楽コンクール全国大
会第 1 位、および兎束賞、東儀賞受賞。 日本音楽コンクール本選入選、
他多数受賞。 室内楽ではリゾナーレ室内楽セミナー奨励賞受賞。

前田 奈緒 Nao Maeda （Vn）

東京交響楽団、 芸大フィル、 ライプツィヒ・カルテット、 ラデク・バボラーク、
ノエ・乾、 高橋多佳子、 モナ＝飛鳥・オット、 梯剛之等と共演。 クラシック・

これまでに茂木佳子、 網屋太郎、 清水高師、 松原勝也の各氏に師事。

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、 同大学ヴァイオリン科 4 年在学中。

ヨコハマ、 六花亭ホール、 すみだトリフォニーホール、 磐梯国際音楽祭等各地でソロリサイタル行う。 サ
ントリーホール室内楽アカデミー第 1 期生としてサントリーホールチェンバーミュージックガーデンに出演。
またサントリーホールオープンハウス、 サントリーサマーフェスティバル、 第一生命ホールオープンハウス、
ラフォルジュルネエリアコンサートに出演するなど、 ソロ、 室内楽等幅広く活動を行う。 東京芸術大学管
弦楽研究部非常勤講師として芸大フィルハーモニア管弦楽団に所属。

東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校、 東京芸術大学を
卒業し、 同大学大学院修士課程修了。 現在、 東京芸術大
学非常勤講師として芸大フィルハーモニア管弦楽団に所属。
 また響ホール室内合奏団コンサートマスター、 アクロス弦楽合
奏団メンバー。 2013-2014 年霧島国際音楽祭にアーティストと
して参加。 2016-2017 年にはオーケストラ・ジャパンのコンサー
トで数多くゲストコンサートマスターを務める。
また室内楽の方面でも活躍しており、第一期、第二期サントリー
ホール室内楽アカデミー生。

福崎 雄也 Yuya Hukuzaki （Vn）

選抜メンバーとして弦楽四重奏を演奏、 またラデク ・ バボラークやパシフィカクァルテットと
サントリーホールチェンバーミュージックガーデンで共演。2018年11月に「梯剛之 クァルテッ
ト ・ セレシア / ショパン : ピアノ協奏曲第 1 番、 第 2 番」 （ソナーレ ・ アートオフィス） 発売。
これまでにヴァイオリンを篠崎永育、 篠崎史紀、 景山誠治、 澤和樹、 山口裕之の各氏に、
 室内楽を松原勝也、 林俊昭、 大友肇、 山崎伸子の各氏に師事。

印田 陽介 Yohsuke Inda （Vc）

東京藝術大学附属音楽高等学校を経て、 同大学音楽学部卒
業後、 チェコ ・ プラハ音楽院に留学、 更なる研鑽を積む。 こ
れまで斎藤章一、 河野文昭、 菊地知也、 上森祥平、ヴラダン・
コチの各氏に師事。 チェコ ・ ドヴォルザークホールにてトマー
シュ ・ ヤムニーク氏と二重協奏曲を共演するなど、 オーケスト
ラとの協奏曲の共演等、 ソリストとして活動するほか、ヴァイオリ
ニストの姉 ・ 印田千裕とのデュオ、 クァルテット雅、 尺八やバ
ンドネオンを含む六重奏団 「直会」、 インストゥルメンタルバン
ド 「ハリーのしっぽ」、 各種室内楽、 オーケストラや録音等、

クラシックのジャンルにとらわれない幅広い活動を展開している。 蓼科音楽コンクール in 東
京 ・ 室内楽部門第 1 位、 ユースプラハ国際音楽コンクール ・ 弦楽アンサンブル部門金賞
ほか多数受賞。 CD 「都市の陰影 （ハリーのしっぽ）」 「Water Droplets - 珠玉のデュオ名
曲集 -」 「菅原明朗器楽作品集 （無伴奏セロソナタ）」 「直会 -Nao Rai-」 など多数リリース。

北見 春菜 Haruna Kitami （Vn）

桐朋学園大学音楽学部卒業、 同大学研究生及び桐朋オーケ
ストラ ・ アカデミー研修課程生修了。 小澤征爾音楽塾、 サイ
トウ・キネン・フェスティバル 松本 「子どものための音楽会」 「青
少年のためのオペラ」 出演。
サントリーホール室内楽アカデミー第 1 期生、 第 2 期生修了。
「オープンハウス～サントリーホールで遊ぼう！」 「サントリー
ホール チェンバーミュージック ・ ガーデン」 出演。
認定 NPO 法人 トリトン ・ アーツ ・ ネットワーク 「2012 年度 室

内楽アウトリーチセミナー」 受講。 「第一生命ホール オープンハウス」 「ロビーでよちよちコ
ンサート」 「子育て支援コンサート」 出演。
Quartet MIYABI( 弦楽四重奏団 ) 第 2ヴァイオリン奏者。 横浜市栄区民文化センターリリス・
レジデンス ・ アーティスト。

３rd シーズン （10 月～ 12 月）

監修 ： 大塚 百合菜 （Vn）
10 月生まれの作曲家
リスト／ビゼー／サン＝サーンス／ヴェルディ／他

11 月生まれの作曲家
ベッリーニ／ボロディン／ヒンデミット／古賀政男／他

12 月生まれの作曲家
ベートーヴェン／プッチーニ／久石譲／他

7/17（水）
チケット発売 !
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