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14■ 0開 演 (1&30開 場)

前売

一般 :2,000
学生 以下 :1,000

円 円

こまつ芸術劇場 うらら 月ヽ
ホール

(当 日 500円 増 し )
※学生の方はチケット購入時に学生証などをご提示下さい

ラバス・作編曲 :本 田 浩卓
ゲス ト コント

<チ ケ ッ ト取扱 い >
0こ ま つ 芸 術 劇 場 う ら ら チ ケ ッ トセ ン タ ー (窓 1可 販売のみ)水 曜定休
・ 石川県 立音楽堂 チケ ッ トボ ックス 窓11販 売 9:00〜 19:00
Tel:076‑232‑8632 電 舌嚢H寸 10:00〜 18:00
0ヨ シダ楽器 Tel:o761‑22‑5552

<予 定 曲 目 >
0愛 の挨拶 (E。 エルガー)
0チ ョコ レー ト ダモー レ、木星のフアンタジー

i言

0金 汐む衆:器 Tel:o76‑242‑0832

・ 委嘱新作 (本 田浩卓)
・ 夏の匂 いを大 き く吸い込んで ‑4重 奏版

0カ ンフェティチケットセンター
Tel:0120‑240…

54010:00〜 18:00(±

0日 ・祝日を除く)

Inail:kei barletta12161228@yahoo.cojp

・ コン トラノ｀ヒシモ (A.ピ アソラ)

催援
主後

E―

(本 田浩卓)

0月 の夜、雪 の街 (木 田浩卓)

・ カ ンフェテ ィ Web:http://¨ 。
confetti― web.com
O Tres Patatas〕 Лail:kel̲ arletta1 228 C)liveJp

<公 演 に関す るお問い合わせ >
Tres Patatas Tel:090‑2453‑5852

(伊 藤康英)

ほか

小松市教育委員会 テレビ金沢 北陸朝日放送 エフエム石川

中田 真砂美

サクソフォン】
【

Masami Nakada / Saxophone
石川県能美市出身。中学校でサクソフォンを始める。小松市立高等学校芸術コ,ス を経て、愛知県立芸術大
学音楽学部器楽専攻を卒業。金沢市音楽 コンクール高校生の部第 1位 受賞。金沢市創造財団主催フレッシュ
コンサー ト2007に おいて審査員準グランプリ賞受賞。2008年 、2014年 にリサイタルを開催。2012年 ラル
フ・ゴトーニ氏指揮オーケストラ・アンサンブル金沢と共演。その他、
吹奏楽部定期演奏会などゲスト出演多数。
2010年 よりこまつドリームサクソフォンフェスティバル実行委員会メンバーとして 2年 に 1度 フェスティバルを
開催。20H年 よリアクィユサクソフォンカルテットのメンバーとしてラ・ フォル・ ジュルネ金沢等出演多数。
現在は、小松市立高等学校芸術コ,ス 非常勤講師 (サ クソフオン )を はじめ、吹奏楽部サクソフォンパー ト、
自宅サクソフォン教室を開き後進の指導にあたる。

【ピアノ】
Takako Kitabayashi / Piano

鬱北林 多香子

,

石川県小松市出身。星稜高校卒業。仁愛女子短期大
学音楽学科卒業。同大学専攻科 2年 修了。同大学
「大学評価」
教育センターディプロマコ漱 2年 修了。
より芸術学位の認定を受ける。
金沢芸術創造財団主催フレッシュコンサー ト 2000
において審査員準グランプリを受賞。その後も財団
主催の演奏会や史跡 コンサー トなど数多く出演。若
手演奏家 によるコンサートシリーズでは企画構成も
行 う。近年行われていたラフォルジュルネ金沢にも
出演。
室内楽ではオーケストラアンサンブル金沢や読売交
響楽団のメンバーと共演。好評を博す。
東美峰子、倉田佳代子、ナー ドルジョルジー、武田
好江、マティアス・ フアイトの各師に師事。
現在は金沢市在住。多岐にわたる演奏活動の傍ら小
松市立高校芸術コ,ス にて後進の指導にあたる。女
声合唱コールフローラピアニスト。小松市ピ〃 協会
会員。

バン ドネオン】
生水 敬一朗 【
Keiichiro Shozu / Bandoneon
石川県加賀市出身。小松高等学校を卒業。埼玉大学教育学部音楽専修を作曲専攻にて卒業。日本初のクラシック音楽のバ ンドネオン奏者。
バンドネオンを小松亮太氏に師事した後、2002年 の 2,3月 と 2004年 3月 〜 2006年 1月 までアルゼンチンのブエノス″ レスに渡り、音楽史上初のクラシック音楽
のバンドネオン奏者であり作曲家の故・アレハ ンドロ・ノウレレッタ氏 (1925〜 20081に 師事、またウルグ″ のモンテビデオにてバルレッタ氏の弟子でもあった故・レネ・
マリー/・ リベーロ氏 (1935〜 20101に 師事。作曲を鈴木静哉氏、バロック音楽理論及び奏法を岡田龍之介氏に師事。
2009年 12月 に lstCD「 バロック&バ ルレッタだアレハンドロ0バ ルレッタに捧ぐ〜」をカ スク クラシカ ジャバンより発売し、レコード芸術誌にて準推薦盤に選出される。
2015年 1月 にヴァイオリン奏者の加藤恵理氏を迎え、2ndCD「 コントラプント」を発売。8月 、鈴木織衛指揮・ オーケストラアンサンブル金沢と共演し、ヘ ンデルの
バンドネオン奏者の北村聡氏を迎え、
3rdCD「展覧会の絵」を発売、
オルガン協奏曲、
師バルレッタのバンドネオン協奏曲 FJupiter」 の日本初演を行った。2017年 2月 、
レコー ド芸術誌にて準推薦盤に選出される。

本田 浩卓

・
ゲスト コントラバス・ 作編曲】
【

Hirotaka Kida/

1

Contrabass,Compose,Arrange l
福島県相馬市出身、国立音楽大学
ス専攻)卒 業。

(コ

ントラバ

クラシックを学ぶ傍 ら、池田達也、金子健に両
氏にジャズの奏法、理論を学び、ハ ンク・ ジョー
ンズ、小曽根真 の各マスタークラスを受講。
大学在学中よリウッドベ,ス 、エレクトリックベー
スの使 い 手 としてジャズ、ポップス系のライブ、
レコーディングの活動を始め、現在はジャズ、ポッ
プス、タンゴ系セッションまでジャンルを超 えて
演奏活動を行 う。
また、各種 コンサー トにおいて楽 曲制作、楽曲アレンジを提供するなど、 コンポー
ザー、アレンジャーとしても活動を行 う。
2013年 10月 に自己が作曲、アレンジを手がけるグル‐プ、JACROTANGSに て日
本 を代表するポップス歌手庄野真代 との コラボレーシ ョンアルバ ム「庄野真代 &

JACROTANGS Cinematiqueシ ネマティー ク」をコロンビア系レーベ ル、オーマ ガ
トキからリリ,ス 。

2016年 10月 にはピ〃 トリオ「SKY

TRIO」 にて lstア ′
レヽ
ム「SKY TRIO」 をリリース。

こまつ芸術劇場 うらら
石川県小松市土居原町 710番 地

JR小 松駅からす ぐ。
車でお越 しの方は駅周辺の市営駐車場をご利用 ください。

