NOA Concert Vol.3
MAY
システムYAMATOコンサート

五月の風に乗せて、名曲の夕べ

Program

ドヴォルザーク：スラヴ舞曲

Op.46-1

Dvořák : Slavonic Dance Op.46-1

アルチュニアン：トランペット協奏曲
Arutjunian : concert for trumpet

ラフマニノフ：パガニーニの主題による 狂詩曲 Op.43
Rachmaninov : Rhapsody on a Theme by Paganini

ドヴォルザーク：交響曲第 8 番ト長調 Op.88
Dvořák : Symphony No.8 G major Op.88
管弦楽

NOA 記念オーケストラ

ピアノ

松本和将
2012 年
午後

5 18
月

日（金）

7:00 開演（午後 6:30 開場）

新宿文化センター・大ホール
●チケット発売開始：2/18（水）
S 席：￥5,000 Ａ席：￥3,000
学生券：￥1,500（イープラスのみ取り扱い）

指揮

トランペット

中島良史

佐藤友紀

●チケットご予約･お問い合わせ
システムＹＡＭＡＴＯ
http://www.system-yamato.co.jp
TEL 03-3260-3373 FAX 03-3260-6200
E-mail:concert@system-yamato.co.jp

主催：株式会社システムＹＡＭＡＴＯ
協賛：株式会社ブックエスエス／株式会社アールツー
協力：国際音楽祭ヤング･プラハ実行委員会

イープラス
http://eplus.jp

＊6 歳以上のお子様よりご入場いただけます。
＊車椅子席はシステム YAMATO へお問い合わせください。
＊学生券は当日会場受付にて座席指定券と交換いたします。
＊都合により出演者、曲目等が変更になる場合があります。

ご挨拶
2010 年、弊社の創立 30 周年を記念し開催しましたＮＯＡコンサートは、各方面から大変ご高評を頂きました。昨年の第 2 回目は弊社が日頃が支
援しております、
「国際音楽祭ヤング･プラハ」創立 20 年を支援する企画でしたが、3 月 18 日という大震災のわずか一週間後に当たり、
殆どのコンサー
トが開催不能になる中、チャリティコンサートとして決行いたしました。原発事故、余震への不安、停電、交通マヒなど極めて困難な状況にも関
わらず、ご来場頂いた 400 余名のお客様と、開催に賛同された演奏者の皆さん、すべての方の心によぎる様々な想い、感慨が音楽を通して会場中
に溢れ、まさに感動な時を創りました。「音楽の力」を改めて確信いたしました。大災害から１４ヶ月の来る 5 月が、被災地にとって一歩でも復興
への希望の春となることを祈り、第 3 回も災害支援のコンサートといたします。素晴らしいソリスト、オーケストラによる名曲をお楽しみください。
株式会社システム YAMATO

佐藤 友紀

Tomonori Sato

トランペット

東京藝術大学卒業。アカンサス音楽賞受賞。第 16 回日本管打楽器コンクール
第 1 位。第 69 回、第 72 回日本音楽コンクール第 2 位。第 2 回リエクサ国際
トランペットコンクール入選。第 6 回フィリップ・ジョーンズ国際コンクー
ルトランペット部門第 3 位。その他にも国内外の数々のコンクールに入賞し
ている。2000 年、読売新聞社主催新人演奏会に出演。小澤征爾音楽塾オペラ
プロジュクトⅠに参加。PMF（ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌｪｽﾃｨｳﾞｧﾙ）にアカデミー生
として参加。01 年〜 03 年、東京藝術大学管弦楽研究部非常勤講師を務める。
03 年より財団法人ﾛｰﾑﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ、野村国際文化財団の奨学金を得てド
イツ国立ハンブルク音楽大学に留学。06 年、東京交響楽団に首席奏者として
入団。これまでに岡田治久、杉木峯夫、福田善亮、エドモンド・コード、故ピエー
ル・ティボー、マティアス・ヘフスの各氏に師事。現在、東京交響楽団首席
トランペット奏者、シエナ・ウィンド・オーケストラ客員契約団員。東京ア
ト ラ ク テ ィヴ・ブ ラ ス，Brasstone 各 主 宰。ズ ー ラ シ ア ン ブ ラ ス、
BlackBrassFive 各メンバー。東京藝術大学、洗足学園音楽大学非常勤講師。
日本トランペット協会理事。

松本 和将

本公演のために、
Ｎ響、読響、都響、東響 , 九響他各オーケストラの主席奏者
等選りすぐりのメンバー、音楽コンクールの優勝者など国内外でソリストと
して、また室内楽のエキスパートとして活動するフリーの演奏家たち、そし
て新進気鋭の優秀な若い演奏家たちが参集したハイクオリティーなオーケス
トラである。コンサートマスターは近藤薫氏（現在九州交響楽団コンサート
マスター ) が勤める。
（弦楽器は５０音順）
○印は首席 ＊メンバーは変更されることがあります。
ヴァイオリン
近藤 薫 コンサートマスター
相原千興 有村実保子 荒井友美 有馬真帆子 石亀協子 ○上里はな子
植村菜穂 大鹿由希 小田透 加藤えりな 金田幸男 掃部彰子 小林倫子
小関郁 佐原敦子 清水亜貴子 周防亮介 高井敏弘 田口雅人 田村博文
冨沢由美 古川仁菜 本郷幸子 宮内晃 宮本恵 山田慶一 吉岡篤志
ヴィオラ
○小畠茂隆 青木紀子 阿部哲 梯孝則 斉藤麻衣 島岡万理子 民谷可奈子
中島久美 長倉寛 三品芽生
チェロ
○向井航 井伊準 伊藤文嗣 小野木遼 川崎昌子 島津由美 西方正輝
西山健一
コントラバス
○高群誠一 駒井朗 佐伯担要 照井岳也 那須野直裕 東野あや 本多学
ハープ 高野麗音
フルート 小池郁江 吉岡次郎
ピッコロ 丸田悠太
オーボエ 最上峰行 金子亜未
コル・アングレ 未定
クラリネット 松本 健司 小野寺緑
ファゴット 藤田旬 坂田在世
ホルン 堂山敦史 高野哲夫 溝根伸吾 原川翔太郎
トランペット 川田修一 荻原和音
トロンボーン 渡辺善行 松谷聡美 星野舞子 チューバ 本間雅智
ティンパニ 百瀬和紀
パーカッション 山本晶子 井手上達

大和恒夫
ピアノ

Kazumasa Matsumoto

1979 年岡山県倉敷市生まれ。1998 年 19 歳で「第 67 回日本音楽コンクール」
優勝。併せて増沢賞はじめ、
全賞を受賞。
2001年
「ブゾーニ国際ピアノコンクー
ル（イタリア）
」第 4 位。2003 年「エリーザベト王妃国際音楽コンクール（ベ
ルギー）
」第 5 位入賞。これまでにプラハ交響楽団、プラハフィル、ベルギー
国立オーケストラ、読売日響、日本フィル、新日本フィル、東京交響楽団、
東京フィルなど、多くのオーケストラと共演。世界的指揮者の小林研一郎、
飯森範親、広上淳一他とも共演している。室内楽では、宮本文昭 (Ob.)、前橋
汀子 (Vn.)、趙静 (Vc,)、漆原啓子 (Vn.)、渡辺玲子 (Vn)、中嶋彰子 (Sop.) との
共演が好評を博す。９枚のＣＤをリリース、
「後期ロマン派名曲集」はレコー
ド芸術で特選盤に選ばれる。近年は、和太鼓、箏、尺八など和楽器とのコラ
ボレーションや、ピアニスト・塩谷哲との共演など、ジャンルを超越した音
楽活動にも取り組んでいる。東京芸術大学非常勤講師、くらしき作陽大学特
任准教授。谷口厚子、芦田田鶴子、故中島和彦、角野裕、御木本澄子、パスカル・
ドヴァイヨンに師事。岡山県芸術特別顕賞、倉敷市芸術文化栄誉章、福武文
化奨励賞、マルセン文化賞、エネルギア音楽賞受賞。

中島 良史

2012 NOA（ノア）記念オーケストラ

代表取締役社長

Yoshihumi Nakajima

プロデュース・指揮

東京生まれ。国立音大卒業。作曲・編曲、指揮、各種音楽イヴェント・コンサー
トのプロデュースなど広範な活動を展開。作品にオペレッタ、ミュージカル、
管弦楽曲、合唱曲他各種編曲多数。指揮は東京都響でデビュー後、国内各地
のオーケストラを指揮。ジャンルを超えて多彩なコンサートを担当。最近で
は「第九」の日本初演（1918）の歴史を伝える「初演再現演奏会」等を担当。
海外ではポーランド、チェコなど各地のオーケストラを指揮。また日本とチェ
コの協力で開催される「国際音楽祭ヤング・プラハ」の日本代表として 1992
年設立以来 20 年間、非営利の若者の祭典を支え、次代を担う世界の若い音楽
家たちの貴重な活躍の場を提供し続けている。

新宿文化センター

［交通機関］ JR・京王線・小田急線 新宿駅東口 歩 15 分
／
地下鉄 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 歩6分（E1 出口）
東新宿駅 徒歩7分（A2出口）
都営新宿線線 新宿三丁目駅 歩10分（C7 出口）
都営大江戸線 東新宿駅 歩7分（A2 出口）
東京メトロ丸の内線 新宿三丁目駅 歩11分
（B3 出口）

クラウド出版社システム NOA-Works J が、
導入したその日から御社の業態を一変させます。
電子本/世界販売 NOA-Worldshop
O
http://nws.rr2.co.jp

ダウンロードでカード決済
ダ
ウンロード
ドでカード
ド
対応機器：PC,IPhone,IPad,android,ブラウザ搭載の全機器
再生には特別なソフトのインストールを必要としません。

YAMATO

株式会社システム

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 2-13 末よしビル 4F-B
http://www.system-yamato.co.jp TEL.03-5227-3727

