
斎藤龍
Bösendorferで奏でる

ブラームスの午後

BRAHM
S

10.24
全席指定 4,000円／ペア 7,000円（当日券各500円増）　　学生 2,000円［当日座席指定］　

2015

主催 ： RS Musik
後援 ： 東京藝術大学音楽学部同声会／株式会社 ヤマハミュージックジャパン 楽器営業本部ベーゼンドルファー・ジャパン
 株式会社 ヤマハミュージックリテイリング銀座店・横浜店／一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）／ B-tech Japan

横浜みなとみらいホール 小ホール14:00開演
（13:30開場）

土

●チケットをお持ちの方に限定　●料金2,100円（税別）
●対象のお子様：6 ヶ月～小学生までのお子様　●先着10名
※公演開催日の3ヶ月前～ 5日前までに、電話にてご予約ください。
株式会社 明日香（あすか） 045-316-5539

（月～金 9:00 ～17:00 ／土 9:00 ～12:00 ／日・祝=休）
HP:http://www.g-asuka.co.jp/

託
児
所
情
報

� 歌曲 Lied 共演・藤井玲南（Sop）

 君の青い瞳 Dein blaues Auge Op.59-8 

　 恋人のところへ行く道 Der Gang zum Liebchen Op.48-1

　 日曜日 Sonntag op.47-3

 野の寂しさ Feldeinsamkeit op.86-2

� ピアノ独奏 Klavier solo

 ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24
 Variationen und Fuge über ein Thema von Händel für das Pianoforte Op.24

� 連弾 4 Händige Klavier 共演・有吉亮治（Pf）

 ワルツ集 作品39 Walzer Op. 39

� 室内楽 Kammermusik 共演・佐原敦子・小杉結（Vn） 阿部哲（Va） 豊田庄吾（Vc） 

 ピアノ五重奏曲 ヘ短調 作品34 Klavierquintett f-Moll Op. 34

企画・構成・出演 • 斎藤龍
ピアノ

Ryu Saito, Pf

料金
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い

●プロアルテムジケ 03-3943-6677  www.proarte.co.jp　●イープラス eplus.jp
●ローソンチケット 0570-084-003［Lコード：34964］ l-tike.com　●東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650  t-bunka.jp/ticket/
●ヤマハミュージックリテイリング銀座店5Fピアノ売場 03-3572-3132　●ヤマハミュージックリテイリング横浜店2F鍵盤楽器／楽譜・CD売場 045-311-1202
●みなとみらいホールチケットセンター（窓口のみ）　●Ryu Saito Official Website  www.ryusaito.com/

オール・ブラームス・プログラム

共演 • 
ソプラノ 
藤井玲南
Rena Fujii, Sop

ピアノ 
有吉亮治
Ryoji Ariyoshi, Pf

ヴァイオリン 
佐原敦子
Atsuko Sahara, Vn

ヴァイオリン
小杉結

Yui Kosugi, Vn

ヴィオラ 
阿部哲
Satoru Abe, Va

チェロ
豊田庄吾
Shogo Toyoda, Vc

Alle Programme sind komponiert bei Brahms

●マネジメント・お問合せ　　　　　　　　　　　　　03-3943-6677 www.proarte.co.jp



斎藤龍 Ryu Saito, Pf

神奈川県立希望ヶ丘高等学校を経て東京藝術大学、同大学院修士課程修了。チューリッヒ芸術大学大学院コン

サートディプロム Konzert Diplomを最優秀で修了し、同大学大学院ソリストディプロム Solisten Diplom修了。

第16回ブラームス国際コンクール 第3位及び審査員特別賞をはじめ受賞多数。神奈川フィルハーモニー管弦楽団、

東京フィルハーモニー交響楽団をはじめ、国内外のオーケストラと共演。首都圏やドイツ、スイス等でのリサイタル、

また芸大ピアノシリーズ、アフィニス夏の音楽祭など国内外の様々な コンサートにソロや室内楽で出演。近年

ベートーヴェン、ブラームス等のドイツ音楽への 取り組みをライフワークとしており、2011年から13年にかけて

ベートーヴェン・ピアノソナタ全曲プロジェクトを挙行し、2014年には日本ベートーヴェンクライス主催コンサートに於

いて師である迫昭嘉と共演。近年は室内楽奏者としての評価も高く、様 な々楽器と積極的に演奏活動をしている。

これまでにピアノを深谷直仁、杉浦日出男、平尾はるな、加藤美緒子、加藤一郎、小林 仁、迫昭嘉、Hans-Jürg 

Strubの各氏に、合奏及び室内楽を北川暁子、渡辺健二、辛島輝治、漆原啓子、Konrad Richter、Urlich 

Koellaの各氏に師事。 2015年まで東京藝術大学、2015年より沖縄県立芸術大学非常勤講師。

2013年、「Ryu Plays Schumann, Schumann, Brahms」（FLCP21023）をリリース。（レコード芸術準特選盤）。

ソプラノ 
藤井玲南

Rena Fujii, Sop

東京藝術大学卒業。同大学院在学中Erfurt及びLeipzig歌劇場にて研修。ウィーン国立音楽
大学リート・オラトリオ科卒業。在欧中「ヘンゼルとグレーテル」砂の精・露の精、「魔笛」夜の女王、
「セヴィリアの理髪師」ロジーナなどでオペラ出演。室内オーケストラ カペッラ・イストロポリターナ、
ポーランド国立放送交響楽団などと共演。国内外コンクールにて優勝、日本音楽コンクール第二
位及び岩谷賞、静岡国際オペラコンクール入選。桜井真知子、直野資、森晶彦、Eva Blahová、
Regina Werner-Dietrich、Walter Moore、Susan Manoff、Isabel Garcisanz各氏に師
事。二期会会員。国立音楽大学非常勤講師。

●みなとみらい駅（東急東横線直通/みなとみら
い線）下車、｢クイーンズスクエア横浜連絡口｣
より徒歩3分、桜木町駅（JR京浜東北線･根岸
線／横浜市営地下鉄線）下車、動く歩道からラ
ンドマークプラザ経由でクイーンズスクエア1
階奥（徒歩12分）
●横浜市営バス292系統、156系統「クイーン
ズスクエア」停留所下車すぐ。※土日祝日のみ
100円バスもご利用いただけます。
●横浜駅東口より「シーバス」に乗船、「ぷかりさ
ん橋」より徒歩3分
●首都高速横羽線「みなとみらいランプ」より1
分。P有り（有料）

〒220-0012横浜市西区みなとみらい2-3-6
Tel：045-682-2020
Fax：045-682-2023
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ピアノ 
有吉亮治
Ryoji Ariyoshi, Pf

東京藝術大学在学中、日本音楽コンクール第1位。日本ショパン協会
主催例会リサイタルに出演。その後、文化庁在外派遣研修生及び財団
法人ロームミュージックファンデーション奨学生としてジュネーヴ音楽院
に留学。カントゥ国際ピアノコンクール（イタリア）第2位。スイス・フランス・
ドイツ・イタリア・ヨルダンなど国内外でのリサイタルに出演。室内楽に
おいても今井信子、アントワン・タメスティ各氏と共演。現在、桐朋学園
大学、及び東京藝術大学各非常勤講師。

ヴァイオリン 
佐原敦子
Atsuko Sahara, Vn

東京藝術大学附属高校、東京藝術大学卒業、同大学院修士課程ヴァイオリン
科、ウィーン国立音楽大学大学院室内楽科修了。ストラディヴァリウスコンクール
入選、ウラルスク国際ヴァイオリンコンクール優勝。QuartzよりデビューCD

「Atsuko Sahara Works for Violin & Piano」、2014年にはToccata 
Classicsより「Julius Roentgen:Chamber Music Vol.1」をリリース。現在、
藝大フィルハーモニア及び大学院室内楽科非常勤講師、クァルテット・レオーネ、
ピアノクァルテット・クレオ、アンサンブル of トウキョウメンバー。

ヴァイオリン
小杉結

Yui Kosugi, Vn

東京藝術大学附属高校、東京藝術大学を経て、東京藝術大学大学院修士課程修
了。在学中、東京藝術大学モーニングコンサートで、藝大フィルハーモニアと共演。ソロ
活動、オーケストラの客演演奏など、多数の依頼演奏会に出演。クァルテット・レオーネ
としても活動している。また、「のだめカンタービレ」、ミュージックフェア、川井郁子さん
出演の「100年の音楽」（テレビ東京系）などでも演奏している。現在、東京藝術大学
管弦楽研究部非常勤講師、洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団のコンサート
ミストレス、後進の指導にもあたる。

ヴィオラ 
阿部哲

Satoru Abe, Va

東京藝術大学附属音楽高校、東京藝術大学卒業、同大学院修了。現在東京
藝術大学管弦楽研究部（藝大フィルハーモニア）非常勤講師。ジュリアード弦楽
四重奏団、バルトーク弦楽四重奏団、K.ズスケ、U.シュティーラーの公開マスター
クラスを受講。ヴィオラを菅沼準二、川﨑和憲、市坪俊彦の各氏に師事。室内楽
を岡山潔、クロード・ルローンの各氏に師事。クァルテット・レオーネ、ピアノクァルテット・
クレオのメンバーとして室内楽演奏に取り組む他、在京のオーケストラを中心に客演
奏者として活動している。

チェロ
豊田庄吾
Shogo Toyoda, Vc

長野県出身。東京藝術大学卒業。小沢征爾音楽塾オペラプロジェクト、
赤穂音楽祭、等に出演。クァルテットスパッソ、クァルテット・レオーネ、チェロ
トリオオーパスワンのメンバーとして室内楽の演奏活動にも力を入れている。
これまでにチェロを北口大輔、上森祥平、河野文昭の各氏に師事。室内楽
を松原勝也、山崎伸子、岡山潔の各氏に師事。現在、東京藝術大学管弦楽
研究部非常勤講師。

企画・構成・出演［ピアノ］ 

ピアノカルテット・クレオとして
ブラームスのピアノ四重奏全3曲を奏破し、
今回は小杉結を迎えピアノ五重奏に挑む！


