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【お問い合わせ先】TEL: 03-3944-1583 concert@piano.or.jp
主催：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）、サンシャインシティ　後援：豊島区教育委員会　※出演者・曲目等は変更される場合がありますのでご了承ください  
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豊島区在住 小学生限定！！
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豊島区在住 小学生限定！！

とうじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  よてい

当日はピティナ・ピアノチャンネルにて YouTubeライブも予定しています。

日

　 いが　　　　　　　　　　やまぐちまさとし

伊賀あゆみ＆山口雅敏デュオ（ピアノ）

　　うんのはるえ

海野春絵（ピアノ）
　　うんのみきお

海野幹雄（チェロ）

　　　　　　かこ　　　　　 まぢか　　　　　　   えんそう　たいかん　                     さいだい　みりょく

ピアノを囲んで、間近でプロの演奏を体感できるのが最大の魅力です！！
 おうぼたすう　     ばあい　  ちゅうせん　                       とうせんしゃ　 かた　        ごじつ　　　　　　　　　 あんない

応募多数の場合は抽選になります。当選者の方には後日メールにてご案内
　　　　　　　　しめきり　         がつ　     にちしょうご

します。【締切】8月 6日正午

とうきょうおんだいせい

東京音大生の trio gufo（トリオ・グーフォ）が、サンシャインを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  きょく　 えんそう

イメージしたポピュラー曲を演奏！

                ねん

2021年ピティナ・ピアノコンペティション
とっきゅう　　　　　　　　　　　　　がつけってい　　 しゅつえんよてい

特級グランプリ（8月決定）出演予定！！ 
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各ステージ15人をご招待♪
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※第1・4ステージのみ
　だい

※第 1・4ステージのみ

イケピア☆KIDSコンサート
in Sunshine City ミュージックウィーク
イケピア☆KIDSコンサート
in Sunshine City ミュージックウィーク

ピティナpresents ピティナpresents 
にゅうじょうむりょう

入場無料

ふなきほのか

舩木帆香
（ピアノ）

まつかわはづき

松川葉月
（ヴァイオリン）

あらきたくと

荒木匠登
（チェロ）

【プログラム】
　　　　　　　　　　　こいぬ

ショパン：小犬のワルツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶきょくだい　　　ばん

ブラームス：ハンガリー舞曲第 5番
　　　　　　　　　　　　　　　　　  けん　     まいほか

ハチャトゥリアン：剣の舞 他

【プログラム】
よる　　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  み　あ　　　　　　　　　　よる　　ほし　　 ほか

夜に駆ける、チャルダッシュ、見上げてごらん夜の星を 他

【プログラム】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きょうしきょく

ポッパー：ハンガリー狂詩曲
                                                  はくちょう

サン=サーンス：白鳥
                                                           こうしんきょく　ほか

モーツァルト：トルコ行進曲 他

しょうさい　　もうしこみ

詳細・申込・
　　　　　　　はいしん

ライブ配信はこちら

https://concert.piano.or.jp/tieup/sunshinecity/
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みりょく
イケピア☆KIDSコンサートの魅力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんしょう　　　　　　　　　　おも　　　　　で　  づく

こどもたちもステージで鑑賞できるので思い出作りになる！！
なまえんそう　 とお　                     おんがく　                          しぜん　　　　　　たいかん

生演奏を通して「音楽」が自然と体感できる！！
 えんそうしゃ
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サンシャインをイメージしたピアノを
デザインしよう！

伊賀あゆみ（いがあゆみ）＆

山口雅敏（やまぐちまさとし）ピアノデュオ
手の交差や体の動きを伴う超絶技巧な連弾作品やオリジ
ナル編曲、世界初演となる作品を中心に演奏し、“進化系
デュオ”と呼ばれる。2017 年には、ロシアとポーランド
でコンサートも行う。ピティナや文化庁の芸術家派遣によ
る学校コンサートも全国で行っている。これまでに、レコー
ド芸術誌特選盤や世界初録音を多数含む 3 枚の CD をリ
リース。伊賀は、東京音楽大学大学院を首席で修了、ピティ
ナ特級グランプリ、東京音楽大学非常勤講師。山口は、
東京音楽大学卒業、同大学研究生修了。フランス国立ヴィ
ルダブレイ音楽院卒業、同大学院を最優秀で修了。神戸
女子大学、大阪総合保育大学、兵庫大学非常勤講師。

trio gufo（トリオ・グーフォ）
舩木帆香（ふなきほのか）

室内楽を中心に数々の演奏会に出演。現在東京音楽大学大学
院器楽専攻鍵盤楽器研究領域（伴奏）2年在学中。

松川葉月（まつかわはづき）

埼玉県出身。第 21 回日本演奏家コンクール弦楽器大学生の部
特別賞。現在東京音楽大学大学院音楽研究科科目等履修生。

荒木匠登（あらきたくと）

東京音楽大学音楽学部器楽学科チェロ専攻卒業。現在は複数
の管弦楽団やレコーディングで活動中。甘いものとポケモンが
大好き。

海野春絵（うんのはるえ）
横浜市出身。桐朋学園大学卒業。第 22 回ピティナ・ピアノコンペティション特級グ
ランプリ、審査員特別賞受賞。また、伴奏者として、日墺文化協会フレッシュコンサー
トにて最優秀共演者賞受賞。これまでに東京ニューシティ管弦楽団、日本フィルハー
モニー交響楽団などのオーケストラと共演。NPO 法人「ハマの JACK」、トリオ海
（Meer）メンバー。桐朋学園大学弦楽器科嘱託演奏員。

海野幹雄（うんのみきお）
東京都出身。桐朋学園ディプロマコース修了。ソロや室内楽の他、東京フィル、神奈
川フィル、関西フィル、東京シティフィル等のオーケストラに、首席チェロ奏者として客演。
また、編曲や指揮も行うマルチなチェリスト。2nd アルバム「白鳥～珠玉のチェロ小
品集～」が今年の 8月に発売された。新垣隆とのデュオ ORIGO、トリオ海（Meer）、
室内オーケストラARCUS（アルクス）メンバー。NPO 法人「ハマの JACK」理事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　せいしきめいしょう

「ピアノ」には正式名称がある！？
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「ピアノ」には正式名称がある！？
　　　　　　　　　    せいしきめいしょう

「ピアノ」の正式名称は「ピアノフォルテ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちい

といいます。ピアノは「小さく」、フォルテ
　　　　おお　　　　　　　  　いみ　            ちい　         おと　         おお

は「大きく」を意味し、小さい音から大き
      おと　          だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 めいしょう

い音まで出せることからこのような名称に
　　　　　　　　い

なったと言われています。

ダウンロードはこちらから

 すいぞくかん　　　　　　　　　　　　　　　　てんぼうだい

「水族館」「プラネタリウム」「展望台」…など、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とうこう

あなたのイメージする「サンシャイン」をピアノにデザインして Twitter に投稿しよう！
　　　　　　　　　　　　　　　　  とうじつ　 ふんすい                     　きょだい                   　とうえい

あなたのデザインが、当日の噴水ステージで巨大ビジョンに投影されるかも！？

イケピア☆KIDS コンサート「第 1・4 ステージ」では、小学生とのコミュニケーションを重視しており、ピティナ
の教育事業である「学校クラスコンサート」の特別出張バージョンとしてお楽しみ頂けます。
学校クラスコンサート…質の高い演奏者を小学校の音楽室へ派遣し、間近で演奏を見聴きし、共演することで、
音楽の感動を肌で感じてもらうことを目的としたピティナの教育事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りったい　                                   　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ　　　え

QRコードから「ピアノの立体ペーパークラフト」「ピアノの塗り絵」の
いずれかをダウンロード！

さんかほうほう

参加方法
Twitterで  ＃マイピアノ作品展 ＃イケピア  投稿！

とうこう
さくひんてん


