
開場 18:30 開演 19:00
近江楽堂東京オペヨシ壬イ - 3F 
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Jl ー ブのためのヲァイオυ ンと

チェロ伴奏付きソナタ Op.12 より

メイヤ-

)\. ー ブのためのソナタ Op.3 より

マ リ ー ・アントヲネ y ト

哀れなジャ y ク

ぞれは私の恋人
1>J:力、

前売 4500円 当日 5000円(税込)
100席限定 ・全席自由

'J-ク y ト取1&い

ムジカキアヨ : info@musicachiara.com 

03・5739-1739

松京アー トオフィス:

03・5353-6937

主催・お悶合世

ム~力キアラ www.musicachiara.com

03・5739-1739

Jl ー ブを生涯霊したフラシス王蛇、

マ υ 一 ・アントヲネ y ト。

な九と王蛇御用遠の工房の

1775 年製オリジナJ{;Jl ー ブが登場、

王蛇さまのサロンを再現します!

お聴きいただくのは、

王記自らが作曲の作品。

でし亡ヲァイオリンとy工口の伴奏による

Jl ー ブのためのソナタは、

当時、貴族のご令嬢の聞で

大流行していたものです。

どうぜ名器二1- -:戸ルマンの響きと

弦楽器による榎雅な美しさに満ちたー置を

お楽しみください。

グスト

杉田せっ子 J(ロック・ヲァイオリン

懸田 貴嗣 J(ロック oy 工口



シング?ルアクションハープ

西山まりえ Marie NISHIYAMA 

チェンバロとヒストリカル・ハー

プ、 2積の古楽器を自在に操る希有

なプレーヤーとして世界的に数多

くのコンサートや録音に参加。 ユト

レヒト 音楽祭からはリサイタルに

招聴され好評を博す。 これまでにリ

リースした多くのCDが新聞雑誌等

で特選盤・推薦盤に選出。 欧州で発

売されている 「 ファンタシーアの奏法~イベリア半島の鍵盤音

楽」 は 『 リトゥモ』誌(スペイン)の最優秀推薦盤に選ばれ、 「スペ

イン人よりスペイン人らしく演奏する J (R. マリヤビバレーナ)

と本国からも絶賛される 。新譜の 「バッハイギリス組曲」 も、 「 こ

だわりの美意識J (毎日新聞特選;磁山雅評)、 「ノf ツハの鍵盤組曲

の中でも少し古風で、厳格なこの作品に眠る舞曲のDNAをチェン

バロがひとつひとつ呼び覚ましていく J (朝日新聞推薦;矢津孝

樹評)など各メディアにて高評を獲得している。第 11 回山梨古楽

コンクール・チェンバロ部門第 l位、栃木[蔵の街l音楽祭賞受賞。

「ハープ女学園 J ' クラヴサン・クラブ」主宰。信州アーリー・

ミュージック村芸術監督。

西山まりえ Officia1 Website: www.marienishiyama.comj 

使用楽器 Naderman ， Paris 1775 

ノTロック・チェロ

懸田貴嗣 Takαshi/<仏KETA

東京芸術大学大学院修了後。文化庁

在外派遣研修員 としてミラノ市立

音楽院古楽科にて学んだ。チェロを

G. ナジッロ、鈴木秀美、藤森亮ーの

各氏に師事。 日本ではバッハ・コレ

ギウム・ジャパン、オーケストラ・リ

ベラ・クラシカなど主要な古楽オー

ケストラ、音楽祭のコンサート、レ

コーデイングに参加。 イタリア・ボンポルティ国際古楽コンクー

ル・アンサンプル部門で、第 l位、聴衆賞を受賞。 2005年以降ヨー

ロッパでも活動を始め、リクレアツイオン・ダルカディア、ラ・

ヴェネシアーナ、イル・コンプレッソ・ノfロッコのメンノfーとし

て、欧州各地の主要な音楽祭での演奏やレコーデイング活動を

行っている 。関わったCD録音はEMIjVirgin、 ORF， G1ossa、 BIS、

Cr巴ative Core、 DENON、ALMなど多くのレーベルに渡る 。 B. へ

ンドリクス、 R. マメリ、 E. オノフリ、 E. ガッティ、 G. ナジッロ等

海外の著名な演奏家との共演も数多い 。 CD ' ランゼッティ /

チェロ・ソナタ集J (ALM)で2012年度第67回文化庁芸術祭優秀

賞を受賞。 日本イタリア古楽協会運営委員。

使用楽器 François Le Jeune, Paris 1755 

em チェンバロ:酉山まりえ

J. S. パッハ「イギリス組曲』
満を持して挑んだ、待望のパツハエヂイ ション第4弾

軽やかな音が光の粒となって舞い降りる!

毎日新聞 (1 /22 ) 特選盤

朝日新聞 (1 /6) 推薦盤

'STEREO， 2月号 特選盤

『レコード芸術， 3月号 準特選盤

『ぷ らあぽ， 2月号 今月のびっくあっ，31CD に選出

2枚組 豪華デジパッ ク仕様 3500円+税 KCD-目42/3

オリジナル

シングルアクションハープ

1775年、パリ、ナーデルマン製作。

37弦GG-a'" 。 フランス王妃マリー・

アントワネット御用達のハープ製

作家ナーデルマンによるオリジナ

ル楽器。 シリアルナンバーは29号 と

刻印があり、残る資料とも形、タイ

プが合致します。 深い緑色と金色、

美 しい装飾から、身分の高い持ち主

を象徴したデザインとみられます。 ナーデルマン製作の現存す

るものとして初期のハープは珍しいですが、とくにこのハープ

はアクションがほぼオリジナルのまま 、新しい部品を最小限に

とどめ、丁寧な修復が施されました。 ドイツの修復家より注意書

きとして '240年眠っていた貴婦人と思って、敬意を抱いて 目覚

めさせてあげなさい。決していまのコンサート・ハープから遡る

延長線上ではなく、むしろ古い中世やルネサンスから続く繊細

な奏法のハープであることを忘れずに。」 と手紙が添えられまし

た 。 たしかに当時の貴婦人たちの手がどれほどセンシブルで

あったかが伺える弾き心地がします。 アントワネットは好んで

クラヴサン(チェンバロ)やハープを演奏したことでも知られて

いますが、タンフ。ル塔で軟禁されていたときもハープは側にあ

り、毎朝娘にレッスンをしたり、ハープは生涯の友であったよう

です。[西山まりえ]

ノfロック・ヴァイオリン

杉田せっ子白川ko SUGITA 

東京禁術大学音楽学部器楽科(ヴァ

イオリン専攻)を卒業後、ウィーン

国立音楽大学に留学。終身名誉教授

F. サモヒルの薫陶を受ける 。 これま

でに日本室内楽コンクール及び、パ

ルマ・ドーロ国際音楽コンクールに

て受賞。 2005年フィレンツェにて、

E. オノフリの演奏に陸自の感銘を

受けて以降、バロック・ヴァイオリン(オリジナル楽器)を使用し

ての演奏活動を展開する 。 オノフリが首席指揮者を務めるポル

トガルの古楽オーケストラ、ディヴィーノ・ソスピーロのメン

ノfーとして、ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンの来日公演をは

じめとする多数の公演、レコーデイングに参加。 2007年、同じく

氏に感銘を受ける演奏家と共に日本の古楽アンサンプル「チパ

ンゴ・コンソート 」 を立ち上げ、リーダーとして積極的な活動を

開始。 2011年の 「エンリコ・オノフリ with チパンゴ・コンソート

Live in JapanJ は、年間のベスト公演として『音楽の友』ほか多数

の音楽誌上に選出された。 2013年の来日共演公演はNHK-BS ' ク

ラシック倶楽部」で、 NHK-FM 'ベストオブクラシック 」で全編が

放送され話題を呼んだ。今年6月と 11 月にオノフリとの共演公演

が行われる 。 杉田せつ子 Website: www.setsukosugita.comj 

使用楽器 Bastianus Granianis, Livorno 1732 

パロックハープ.西山まりえ

『パロックハープとの出会い』
邦人として初のパロック・ハープ・ソロアルバム

ーーもっとも大切なレパートリー、ここに集結 1

r レコード芸術」 準特選盤/朝日新聞推薦盤

rステレオサウンドJ 2009年ベスト5ディスクに選出

リマスタリング盤 2381 円+税 KCD-2034

For more information, please see 
http・//o-mf.com/

http://marienishiyama.com/ 
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