
presents 
第１０回 ２０１９年６月１９日（水） 

Young Virtuoso Series Concert at Nonaka Anna Hall in Shibuya 

竹多 倫子 / ソプラノ 
 Michiko Takeda / Soprano 

        プロデューサー：鈴木達也（スタインウェイ・ジャパン前会長） Producer : Peter Suzuki (Former Chairman of Steinway & Sons Japan) 
                                            予告なく出演者・曲目の変更がある場合がございます。出演者の都合によりやむを得ず延期する場合がございます。何卒ご了承ください。 
 
         主催・問合せ先：一般社団法人 サポート ミュージック ソサィエティ（SMS） 
                                      港区南麻布4-12-25南麻布セントレ2F  Phone:03-5791-3070     Mail :info@sms-tokyo.jp     http://sms-tokyo.jp/  
                                              Minami Azabu Centre Hall, 4-12-25, Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo.   Phone: 03-5791-3070  
 

         協賛：野中貿易株式会社   中央管財株式会社   東洋ピアノ製造株式会社  後援：一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ)  

原則毎月第一・第三水曜日の午後、２時～３時、皆様ご存知の名曲を中心に国内海外で活躍するアーティストが上質なクラシック音楽をお届けします。 

開催日時 2019年６月19日（水）14：00～15：00（13：30開場） 

入場料  会員：１０００円 一般：２０００円 

会場   ノナカ・アンナホール 渋谷区道玄坂1-15-9   

                                                                       ノナカ・ミュージックハウス６F 

チケット申込 SMS   Phone：03-5791-3070  Fax：03-3446-3866 
 (Ticket)       Mail: info@sms-tokyo.jp   http://sms-tokyo.jp/               
 

Concert at : Nonaka Anna Hall at Nonaka Music House, 1-15-9, Dogenzaka, Shibuya-ku,  

Date : June 19, 2019 (Wed)  14:00~15:00 PM (Door opens at 13:30 pm) 

Admission Fee : 2000 yen    Club members : 1000 yen 

First and Third  Wednesday  afternoon starting at 2:00 pm  you would enjoy  60 minutes of live classic music ! 

若き巨匠シ リ ーズ  

Program 

辻田 祐希 / ピアノ 
 Yuki Tsujita / Piano 

             愛知県立芸術大学音楽学部声楽科 
             卒業。東京藝術大学修士課程オペ 
             ラ科修了。 
             第47回日伊声楽コンコルソ第一位、 
             及び歌曲賞受賞。第82回日本音楽 
             コンクール第一位、及び岩谷賞(聴 
             衆賞)、Ｅ.ナカミチ賞受賞。伊・ 
             オルヴィエート第20回国際声楽コ 
             ンクール『蝶々夫人』表題役で優 
             勝。 
             2014年小澤征爾音楽塾『フィガロ
の結婚』伯爵夫人役カヴァーキャストにて特別公演に出演し好
評を得る。2015年イタリア・マンチネッリ歌劇場にて『蝶々夫
人』タイトルロール役で海外デビューを果たす。2017年日生劇
場 NISSAY OPERA 2017 オペラ『ルサルカ』でタイトルロール
役にて出演。NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」出演。 
平成26年度文化庁新進芸術家海外研修生として伊・ミラノに留
学。平成29年度第28回五島文化財団オペラ新人賞受賞。 
二期会会員。 

               大阪府立夕陽丘高等学校音楽科を 
               経て、東京藝術大学音楽学部器楽 
               科ピアノ専攻を卒業、同大学院修 
               士課程を修了。修了時にピアノ演 
               奏優秀者に選出される。 
               第1回宝塚ベガ学生ピアノコンク 
               ール第1位、併せて宝塚演奏家連 
               盟特別賞受賞。第23回市川市文化 
               振興財団新人演奏家コンクール優 
               秀賞。 
                 イタリアへの短期留学を重ねなが 
らコレペティートルとして研鑽を積んでいる。 
オペラ、歌曲、ミュージカル、合唱、器楽の伴奏を数多く行い、
東京と大阪を中心に演奏活動を展開している。 
これまでに故・眞木利一、小出ひろみ、故・田辺緑、渡辺健二、
有森博の各氏に師事。 
聖徳大学音楽学部講師。 

トスティ：暁は光から 
     かわいい唇 
     君なんかもう愛してない 
E.P.Tosti：L‘alba separa dalla luce l'ombra          
       'A vucchella                                           

          Non t'amo più!  
  

朧月夜  
作詞/高野辰之 作曲/岡野貞一  
 

ゴンドラの唄  
作詞/吉井勇 作曲/中山晋平  
 

風を見た人 
作詞/クリスティナ・ロセッティ 訳詞/木島始  
作曲/木下牧子  

（ピアノソロ） 
 
 
  
 
プッチーニ：オペラ《トゥーランドット》よりリューのアリア 
      「心に秘めた大きな愛」 
       オペラ《蝶々夫人》より蝶々夫人のアリア 
       「かわいい坊や」 
G.Puccini：Opera 《Turandot》“Tanto amore segreto” 

       Opera《Madama Butterfly》“Tu, tu piccolo Iddio” 

  
  



presents 
第１０回 ２０１９年６月１９日（水） 

Young Virtuoso Series Concert at Nonaka Anna Hall in Shibuya 

竹多 倫子 / ソプラノ 
 Michiko Takeda / Soprano 

        プロデューサー：鈴木達也（スタインウェイ・ジャパン前会長） Producer : Peter Suzuki (Former Chairman of Steinway & Sons Japan) 
                                            予告なく出演者・曲目の変更がある場合がございます。出演者の都合によりやむを得ず延期する場合がございます。何卒ご了承ください。 
 
         主催・問合せ先：一般社団法人 サポート ミュージック ソサィエティ（SMS） 
                                      港区南麻布4-12-25南麻布セントレ2F  Phone:03-5791-3070     Mail :info@sms-tokyo.jp     http://sms-tokyo.jp/  
                                              Minami Azabu Centre Hall, 4-12-25, Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo.   Phone: 03-5791-3070  
 

         協賛：野中貿易株式会社   中央管財株式会社   東洋ピアノ製造株式会社  後援：一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ)  

原則毎月第一・第三水曜日の午後、２時～３時、皆様ご存知の名曲を中心に国内海外で活躍するアーティストが上質なクラシック音楽をお届けします。 

開催日時 2019年６月19日（水）14：00～15：00（13：30開場） 

入場料  会員：１０００円 一般：２０００円 

会場   ノナカ・アンナホール 渋谷区道玄坂1-15-9   

                                                                       ノナカ・ミュージックハウス６F 

チケット申込 SMS   Phone：03-5791-3070  Fax：03-3446-3866 
 (Ticket)       Mail: info@sms-tokyo.jp   http://sms-tokyo.jp/               
 

Concert at : Nonaka Anna Hall at Nonaka Music House, 1-15-9, Dogenzaka, Shibuya-ku,  

Date : June 19, 2019 (Wed)  14:00~15:00 PM (Door opens at 13:30 pm) 

Admission Fee : 2000 yen    Club members : 1000 yen 

First and Third  Wednesday  afternoon starting at 2:00 pm  you would enjoy  60 minutes of live classic music ! 

若き巨匠シ リ ーズ  

Program 

辻田 祐希 / ピアノ 
 Yuki Tsujita / Piano 

             愛知県立芸術大学音楽学部声楽科 
             卒業。東京藝術大学修士課程オペ 
             ラ科修了。 
             第47回日伊声楽コンコルソ第一位、 
             及び歌曲賞受賞。第82回日本音楽 
             コンクール第一位、及び岩谷賞(聴 
             衆賞)、Ｅ.ナカミチ賞受賞。伊・ 
             オルヴィエート第20回国際声楽コ 
             ンクール『蝶々夫人』表題役で優 
             勝。 
             2014年小澤征爾音楽塾『フィガロ
の結婚』伯爵夫人役カヴァーキャストにて特別公演に出演し好
評を得る。2015年イタリア・マンチネッリ歌劇場にて『蝶々夫
人』タイトルロール役で海外デビューを果たす。2017年日生劇
場 NISSAY OPERA 2017 オペラ『ルサルカ』でタイトルロール
役にて出演。NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」出演。 
平成26年度文化庁新進芸術家海外研修生として伊・ミラノに留
学。平成29年度第28回五島文化財団オペラ新人賞受賞。 
二期会会員。 

               大阪府立夕陽丘高等学校音楽科を 
               経て、東京藝術大学音楽学部器楽 
               科ピアノ専攻を卒業、同大学院修 
               士課程を修了。修了時にピアノ演 
               奏優秀者に選出される。 
               第1回宝塚ベガ学生ピアノコンク 
               ール第1位、併せて宝塚演奏家連 
               盟特別賞受賞。第23回市川市文化 
               振興財団新人演奏家コンクール優 
               秀賞。 
                 イタリアへの短期留学を重ねなが 
らコレペティートルとして研鑽を積んでいる。 
オペラ、歌曲、ミュージカル、合唱、器楽の伴奏を数多く行い、
東京と大阪を中心に演奏活動を展開している。 
これまでに故・眞木利一、小出ひろみ、故・田辺緑、渡辺健二、
有森博の各氏に師事。 
聖徳大学音楽学部講師。 

トスティ：暁は光から 
     かわいい唇 
     君なんかもう愛してない 
E.P.Tosti：L‘alba separa dalla luce l'ombra          
       'A vucchella                                           

          Non t'amo più!  
  

朧月夜  
作詞/高野辰之 作曲/岡野貞一  
 

ゴンドラの唄  
作詞/吉井勇 作曲/中山晋平  
 

風を見た人 
作詞/クリスティナ・ロセッティ 訳詞/木島始  
作曲/木下牧子  

（ピアノソロ） 
 
 
  
 
プッチーニ：オペラ《トゥーランドット》よりリューのアリア 
      「心に秘めた大きな愛」 
       オペラ《蝶々夫人》より蝶々夫人のアリア 
       「かわいい坊や」 
G.Puccini：Opera 《Turandot》“Tanto amore segreto” 

       Opera《Madama Butterfly》“Tu, tu piccolo Iddio” 

  
  


