手
旨 揮 :阪 本 正 彦
奏 :Orchestra Aurora& Chorus Aurora

演
独

唱

:

Sop.加 藤千春 Alt.小 谷 円香 Ten.渡 辺大

Bar.増 原英也

◆
●

ず
・
￨ ￨●

渋谷区文化総合 センター大和田 4階

¨
‐

さくらホール

￨￨■ ■￨■ ■ ￨■ ■￨￨■

1よ

ls‖

:蹴

〕

‖慾 1蠅 ≒ξ
…じ

全席自由¥1′ 000

癬 鞣 甲

・
・フ

お 問 い 合 わせ :真 夏 の 第 九 実行 員会
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090‑26546951(担 当 :山 内
渋谷区文化総合センター大和田へのアクセス
渋谷駅 か ら徒歩 5分
バスに て :大 和 田シ ヤ トル
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※どちらもバス停 「渋谷駅ハチ公口」から乗車、次のバス停 「文化総合センター大和田J下 車.
※文化総合センター大和田には専用駐車場がこざいません。こ来場の際には公共交通機関のこ利用をお願い申し上げます。

『先生、オーケス トラで第九を歌 いたいんだ』
この一言がき つかけで した。やるならば、チャリティー公演に しよう

!

そこで出会 つたのが震災で被災 した大槌の皆さんが集える音楽ホールを作 ろう !と 活動 している 「槌音プロジェク ト」で した。
一昨年に第九公演を敢行。歓喜の公演終了間も無 く、合唱団のまた歌 いたい

!

との思いと、オーケス トラの大槌町にホールができるまで

1

の熱い思いを胸に、 この夏も挑みます。

Auroraと

[ま

『明けない夜はない、必ず光がや って くる』そんな団員一同の希望が込め られています。
団名の Auroraは 『夜明け』を意味するイタ リア語です。
指揮に阪本正彦氏を迎え、 これまでに震災復興チャリティーコンサー トとして 2回 の演奏会を開催いた しま した。
第 3回 の演奏会は、第 1回 で反響の大きかつた 「真夏の第九」に再び取 り組みます。

音楽と触れ合う町、岩手県大槌町に夢の音楽ホールを ♪音楽ホール槌音 《つちおと》プロジェク ト
槌音プ ロジェク トは、大槌 と繋がつた日本中、世界中の音楽を愛する皆様 と交流 し、大槌から「感謝 と元気」を音楽や郷土芸能で発信する場所 として、
そ して町民の皆さんがいつでも音楽や芸能 と触れ合える音楽ホール「槌音」をつ くりあげたいと思い活動 してお ります。
音楽ホール 「槌音」は、大槌の復興のシンボル として何時でも音楽に溢れ人々が集える場所 とな り、大槌の文化の継承・ 発展に寄与 します。
そ して、 日本中、世界中から人々が大槌に集 い 自然豊かな大槌の魅力を堪能 していただ くとともに震災の記憶を絶やすことな く全世界に発信 し続けます。

指

揮

阪本 正彦

東京都青梅市出身。 1987年 東京藝術大学卒業。ホルンを宇田紀夫、守山光三、千葉馨、室内楽を村井祐児、
海鉾正毅、指揮を湯浅勇治、高階正光、松沼俊彦、下野竜也の各氏に師事。1985年 神奈川県県立音楽堂推薦
音楽会に出演。 1986年 東京交響楽団入団。オーケス トラや室内楽での演奏活動のみならず、アマチユアオー
ケス トラ・ 吹奏楽等への熱心な指導・指揮にも定評がある。2011年 6月 に、東京国際芸術協会の登録オー デ
ィシ ョンを経て、同協会の登録指揮者 となる (http:〃 www.uaa― prO.com/arJst/etc.html)。
フィンラン ドでのヨルマ 。パヌラ指揮マスタークラス (2012年 )、 フィレンツェ国際指揮マスタークラス

(2013年 )な どに参加 し、研鑽を重ねている。2013年 には震災復興支援真夏の第九チャリティーコンサー ト
を開催、昨夏にはマーラー交響曲第 5番 、歌劇 「椿姫」などを指揮、昨年末にはあまみ エ フエムプ レゼンツ
市民第九祭 (奄 美第九演奏会)に 招聘され、好評を得ている。現在、東京交響楽団ホルン奏者、ピアノと木管
五重奏ゼクステッ ト魅生瑞メンバー、2015年 度上野学園大学研究生 「指揮専門」聴請生。
東京藝術大学声楽科卒業、同大学院修士課程オペ ラ科
修了。在学中に芸大定期オペ ラ「魔笛」夜の女王でオ

明治大学を経て東京藝術大学声楽科卒業。同大学院修

珈籾

士課程

ペラ・ デビュー。二期会オペラスタジオ修了時に成績

)修 了。在学中に『ファルスタッフ』

(オ ペラ

バル ドルフォ役にて新国立濠」
場オペ ラ研修所修了公演

優秀賞受賞。英国 トウリニティ音楽院首席卒業。

に客演 して以来、『カルメン』、『魔笛』、『イ ドメネオ』

レイラン ド音楽祭声楽コンクール第 1位 。新・ 波の会

等、数多 くのオペ ラで主要 ロールを演 じた。

「フィガ回の結婚」スザンナ
日本歌曲コンクール入選。

'14ジ ャパンアーツ『夕鶴』公演に与ひ ょう役のカヴア

「コシ・ フアン・ トウッテ」デスピーナ、「愛の女庭

ーキャス トで参加。大阪フ ェスティバルホールにて学校
公演 (現 田茂夫指揮)に 出演 した。 1〕 東京文化会館に

師」セルペ ッタ、「修道女アンジェリカ」ジ ェノ ヴィ

て三枝成彰『KAMIKAZE神 風 』世界初演

エッフア、「ヘンゼルとグ レーテル」グレーテル、
ッリ「ラ・ カ リス ト」 リンフェーア

(日

本初演)、

(大 友直人指

揮)に 山口耕太少尉役で出演。「音楽の友」誌上等で好

「電話」ルーシー、「愛の妙薬」ジャンネッタ、カヴァ

W

評を博 した。

112年

サン トリーホールにてヴェルディ

《レクイエム》 (小 林研―郎指揮)に て本格的ソリス トデ

フェラー リ「スザンナの秘密」スザンナ、オッフェン
バ ック「市場のかみさんたち」シブレッ ト、青島広志 「火の鳥 <ヤ マ ト編 >」 カジカ、
木下牧子 「不思議の国のア リス」 (初 。再演)白 兎などを演 じる他、 日英双方で リサイタ

フェリス女学院大学非常勤副手。日本声楽アカデミー会員。啓声会会員。オペ ラアカデミー

ル開催、またコンサー ト歌手、第九、宗教曲のソリス トとしても活動。二期会、東京室

in Sア マデウス第二期研修生。

ビューを果たす。ヴエルディ 《諸国民の賛歌》
、《第九》
、《メサイア》等に出演。

内歌劇場、横浜シティオペ ラ、 日本ヘンデル協会、各会員。

小谷 円香 AL.

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。 これまでに声楽を

名古屋市生まれ。琉球大学法文学部卒業。東京藝術大

原田茂生、故松尾洋、小林久美恵各氏に師事。

学音楽学部卒業。同大学院修士課程を修了。パルマ国
立アッリゴ 。ボーイ ト音楽院を首席で卒業。ディプロ

アメ リカのカンパニー によるオペ ラ「蝶々夫人」プロ
ジェク トに参加 し、スペイン 26都 市公演、 ドイツ 。

マを取得。芸大在学中より、数々のオペラに出演。

フランクフル トlヶ 月連続公演に出演 した。主な出演

またオーケス トラアンサンブル金沢 《メサイア》やフ

作品はオペ ラ「カルメン」タイ トル回―ル、メルセデ

ォー レの 《レクイエム》、ベー トー ヴェン「第九」等

「カヴアレリア・ルスティカーナ」サン トウッツア
ス、

オペラ以外の公演でもソリス トを務める。

「 卜ロヴア トー レ」アズチ ェーナ、「アイーダ」アムネ

2011年 よリイタ リア留学。パルマ王立劇場のシーズン

リス、「 リゴレッ ト」 マッダレーナ、「魔笛」ダーメ、

公演 《結婚手形》に出演。及び特設舞台での 《ドン・

「蝶々夫人」スズキ、
「ジャンニ・ スキッキ」ツィー タ。 ジョヴアンニ》でタイ トル回―ルを務める。 ミラノ・
ベー トーヴェン「第九」「合唱幻想曲」モーツアル ト
「レクイエム」のソリス トを務める。

回ゼ トウム濠」
場 《リゴレッ ト》でタイ トル 回―ルを務
める。その他、シチ リアやアヴィリャーノ、パルマ ほ

かにてオペラ公演やコンサー トに出演。また韓国大郵国際オペラ・ フェスティヴアル
導やエデュティメン ト音楽ソフ ト、CD ROMの 企画・製作、作曲や、CM音 楽等も手がけ 《ドン・ジョヴアンニ》に出演。好評を博す。2014年 帰国。二期会所属。サン トリー
ホール・オペラアカデミー・コーチングフアカルティ。
ている。
近年は現代日本作家の作品演奏にも力を入れている。演奏活動以外では、各合唱団体の指

