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 ¥6,000 （税込・全席指定） ¥6,000 （税込・全席指定） ※未就学児入場不可※未就学児入場不可

チケット一般発売  2019年6月8日（土）10:00～
［東京音協オンライン］ http://t-onkyo.co.jp/
［チケットぴあ］ http://w.pia.jp/t/kawaiikuko-cf/　※PC/スマートフォン共通
 発売日特電：0570-02-9525（6/8・10：00～23：59/Pコード不要）
 6/9以降：0570-02-9999（Pコード：153-731）
 セブン-イレブン、チケットぴあ店舗（直接購入可能）
［ローソンチケット］ https://l-tike.com/Ikukokawai/　※PC/スマートフォン共通
 発売日特電：0570-084-636（6/8・10：00～23：59/Lコード不要）
 6/9以降：0570-084-003（Ｌコード：34323）
 6/9以降：0570-000-407（オペレーター対応10：00～20：00）
 ローソン、ミニストップ店内端末「Loppi」（直接購入可能）
［イープラス］ https://eplus.jp/ikukokawai/　※PC/スマートフォン共通
 ファミリーマート店内端末「Famiポート」（直接購入可能）
 http://www.kioi-hall.or.jp/
 03-3237-0061（10：00～18：00/日祝休） 

お問い合わせ 東京音協：03-5774-3030
（平日11:00 ～17:00）

http://t-onkyo.co.jp/

紀尾井ホール紀尾井ホール
99 882019年2019年 開場13:30 開演14:00開場13:30 開演14:00日（日）月

■主催：東京音協　■企画協力：アンプラグド

最寄駅…四ツ谷駅 （JR線・丸の内線・南北線） 麹町口 徒歩6分最寄駅…四ツ谷駅 （JR線・丸の内線・南北線） 麹町口 徒歩6分

川井郁子  violin 林正樹  piano
大倉礼加  violin マヤ・フレーザー  violin
伊藤綾子  viola 田辺純一  cello
髙杉健人  contrabass 津野田圭  harp

紀尾井ホール
チケットセンター

～シネマ・ファンタジー～～シネマ・ファンタジー～～シネマ・ファンタジー～～シネマ・ファンタジー～

帝国のマーチ～スターウォーズ ／ 君をのせて
いつか王子様が ／ キャラバンの到着

メリーポピンズメドレー ／ 美しき青きドナウ
ジョーズ ／ シェルブールの雨傘

※演奏予定曲

帝国のマーチ～スターウォーズ ／ 君をのせて
いつか王子様が ／ キャラバンの到着

メリーポピンズメドレー ／ 美しき青きドナウ
ジョーズ ／ シェルブールの雨傘

※演奏予定曲

ProgramProgram



香川県出身。東京芸術大学卒業。同大学院修了。現在大阪芸術大学
教授。
国内外の主要オーケストラをはじめ、世界的コンダクター チョン・ミョ
ンフンや世界的テノール歌手ホセ・カレーラスなどと共演。さらにジャ
ンルを超えてジプシー・キングス等のポップス系アーティスト、バレエ・
ダンサーのファルフ・ルジマトフ、熊川哲也、フィギュアスケートの荒
川静香らとも共演している。
作曲家としてもジャンルを超えた音楽作りに才能を発揮。TVやCM等、
映像音楽の作曲も手がける。フィギュアスケート世界選手権でアメリカ
のミシェル・クワン選手が「レッド・ヴァイオリン」を使用して優勝、羽
生結弦選手や国内外の選手にも楽曲が数多く使用されている。
舞台においても独自の表現世界を持ち、2016年より音楽と台詞で演じ
る舞台をスタート。舞台芸術と一体化した演奏パフォーマンスを確立
し、これまでに「源氏物語」や三島由紀夫原作「純白の夜」など、新しい
音楽舞台を作り出している。
オリジナルアルバム「レッド・ヴァイオリン」、「オーロラ」、「嵐が丘」、抒
情歌アルバム「La Japonaise」等は、クラシック界で異例の発売記録を
更新。
2008年にはニューヨークのカーネギーホール公演で、アメリカデビュー
を果たした。2010年には映画「トロッコ」で初の映画音楽を担当し、翌
年の大阪アジアン映画祭で音楽賞を受賞。また、ファルフ・ルジマト
フ氏との舞台「COLD SLEEP」は東映より初の音楽舞台映画として映
画化された。同年イスタンブールにてピアニスト、ファジル・サイとのリ
サイタル、そして、神戸とロンドン・ロイヤル・アルバートホールにて世
界的テノール歌手、ホセ・カレーラスと共演。

＜レギュラー番組＞
テレビ東京「100 年の音楽」
 毎週金曜日　夜 9 時 54分～10 時 00 分
 （BSテレ東　毎週土曜日　夜10 時 54分～11時 00 分）
ニッポン放送「川井郁子ハートストリングス」
 毎週月曜日～金曜日　朝 8 時 24分～8 時 28分
使用楽器：ストラディヴァリウス（1715 年製作、大阪芸術大学所蔵）
川井郁子ホームページ http://www.ikukokawai.com 

川井 郁子川井 郁子

林 正樹 Masaki Hayashi 
1978年東京生れ。大学在学中の1997年12月に、伊藤多喜雄＆TakioBandの南米ツアー
に参加。音楽家としてのキャリアをスタートさせる。現在は自作曲を中心とするソロでの
演奏や、生音でのアンサンブルをコンセプトとした「間を奏でる」、田中信正とのピアノ連
弾「のぶまさき」などの自己のプロジェクトの他に「渡辺貞夫クインテット」「菊地成孔と
ペペ・トルメント・アスカラール」「Salle Gaveau」「Blue Note Tokyo All Star Jazz 
Orchestra」など多数のユニットに在籍。演奏家としては、小野リサ、椎名林檎、長谷川き
よし、をはじめ多方面のアーティストと共演。多種多様な音楽的要素を内包した、独自の
諧謔を孕んだ静的なソングライティングと繊細な演奏が高次で融合するスタイルは、国
内外で高い評価を獲得している。2018年には白井晃演出の舞台のために作曲した楽曲
を収めたCD「Orlando」、「間を奏でる」の2ndCD「Green Chorus」を続けてリリース。

Piano

大倉 礼加 Reika Okura 
三重県津市出身。東京藝術大学音楽学部器楽科を経て、同大学大学院音楽
学部音楽研究科室内楽専攻修士課程修了。全日本学生音楽コンクール名古
屋大会第1位全国大会入賞。ザルツブルク＝モーツァルト国際室内楽コンクー
ル第2位。リゾナーレ室内楽セミナーにて奨励賞、音楽賞を受賞。リゾナーレ音
楽祭に出演。プロジェクトQ第13章、小澤国際室内楽アカデミー、小澤征爾音
楽塾ではコンサートミストレスとして参加。静岡の名手たちロダン賞受賞。大阪
国際音楽コンクールデュオ部門アブニール賞受賞。
チェコプラハにてシュターミッツ・カルテットとドヴォルザーク弦楽四重奏曲
を共演。

Violin

マヤ・フレーザー Maya Fraser 
桐朋女子高等学校音楽科を経てカナダ王立音楽院グレン・グ－ルド・スクー
ル、トロント大学大学院演奏学科アドバァンスト・サーティフィケイト修了。全
日本学生音楽コンクール全国第1位（高校の部）、カナダ音楽コンクール国際ス
テッピング・ストーン第2位、日本モーツァルト音楽コンクール第2位など、数々
のコンクールで受賞。チェコ・フィルハーモニー室内管弦楽団、小林道夫・東
京ゾリステン、東京交響楽団などのオーケストラとソリスト共演。元シンフォニ
ア・トロント室内合奏団団員。東京藝術大学管弦楽研究部非常勤講師。藝大
フィルハーモニア管弦楽団及び、イルミナートフィルハーモニーオーケストラヴァ
イオリン奏者。やまなし大使。

Violin

伊藤 綾子 Ayako Ito 
千葉県成田市出身。東京音楽大学卒業、同大学院音楽研
究科科目等履修生修了。第80回読売新人演奏会出演。第
13回日本演奏家コンクール特別賞。
在学中、東京音楽大学室内楽定期演奏会、JTアートホール
アフィニス「期待の音大生によるアフタヌーンコンサート」、
レインボウ21サントリーホールデビューコンサート等に出演。
ヴァイオリンを瀬戸瑤子、ヴィオラを兎束俊之、大野かお
る、店村眞積の各氏に師事。マスタークラス等でジークフ
リート・フューリンガー、レオ・デ・ネーヴェの各氏より指
導を受ける。現在、室内楽、オーケストラ客演を中心に、現
代作曲家の新作初演、アーティストのライブサポートや録
音、テレビ収録に携わる等、幅広く演奏活動を行っている。 

Viola

田辺 純一 Junichi Tanabe 
千葉県生まれ。東京芸術大学音楽学部を経て同大学院
修士課程修了。東京国際芸術協会新人オーディション奨
励賞。市川市文化振興財団新人演奏家コンクール優秀賞。
弦楽四重奏でライプツィヒ弦楽四重奏団、ヘンシェル弦楽
四重奏団のマスタークラスを受講。また学内の室内楽定
期演奏会では選抜されショスタコーヴィチの弦楽四重奏
曲、ヤナーチェクの弦楽四重奏曲を演奏。これまでに毛利
伯郎、フィリップ・ミュレル、アントニオ・メネセス各氏の
マスタークラスを受講したほか、チェロを白神あきえ、伊藤
耕司、菊地知也、向山佳絵子の各氏に師事。現在室内楽や
オーケストラを中心に、ピアノ伴奏やアレンジなど、多方面
で活動中。

Cello

津野田 圭 Kei Tsunoda

東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校卒業。同大学
音楽学部卒業、同大学大学院修士課程修了。
日本ハープコンクールジュニア部門優勝。九州音楽コン
クール弦楽器部門金賞および最優秀賞。大阪国際音楽コ
ンクール弦楽器部門第１位、大阪市長賞、スカラシップ賞
受賞。同コンクールの奨学金を受けパリエコールノルマル
音楽院へ留学。Zaleski特待奨学生。文化庁新進芸術家海
外研修員として同音楽院高等演奏課程で学び、満場一致
の最高位でディプロムを取得。
菊池好志子、篠崎史子、渡邊萬里、早川りさこ、イザベル・
ペランに師事。

Harp

髙杉 健人 Kento Takasugi 
東京藝術大学卒業。14歳よりエレキベースを始め、翌年コントラバス
を始める。中央大学在学時に音楽家の道を志す。これまでに、PMF
や宮崎国際音楽祭、ラフォルジュルネ・オ・ジャポン、東京・春・
音楽祭、武生国際音楽祭、東京タンゴ祭等に参加。全国プロオーケ
ストラ、独奏や室内楽、「題名のない音楽会」や「100年の音楽」等の
テレビ、スタジオミュージシャンとして映画・CM・ゲーム音楽の録
音に多数参加、劇団四季や東宝ミュージカル、フレンチボウでのタ
ンゴ、マンドリン音楽や吹奏楽、後進の指導等、様々な音楽活動を
行なっている。2016年1月には東京文化会館にてクーセヴィッキーの
コントラバス協奏曲のソリストとして演奏した。2017年にはロストロ
ポーヴィチ国際音楽祭に横浜シンフォニエッタのメンバーとしてロシ
アに招聘され演奏した。2018年にはサントリーホールにてモーツァ
ルトのバスアリアのソリストとして演奏した。
コントラバスアンサンブル「Black Bass Quintet」メンバーとして3枚
のCDを、タンゴカルテット「Virtus」のメンバーとして1枚のCDをリ
リース。クラシカルクロスオーバーユニット「Rain Cats＆Dogs」「ソ
ノールTOKYO」「会田桃子オルケスタ」メンバー。東京室内管弦楽
団首席コントラバス奏者。 http://s.ameblo.jp/kentrabass/

Contrabass

2012年、映画「北のカナリアたち」の音楽を担当し、第36回日本アカデ
ミー賞で最優秀音楽賞を受賞。フェルメール・リ・クリエイト展のテー
マ曲も手がけた。
デビュー15周年であり、使用楽器ストラディヴァリウスが300年を迎え
た2015年はパリ・オペラ座にて単独公演、2019年3月、ワシントンD.C.
で行われた全米さくら祭りに出演、フリーア美術館にて『川井郁子コン
サート～The Tale of Genji』を上演し、好評を博すなど、国内外問わ
ず、精力的に活動している。
社会的活動として「川井郁子 Mother Hand 基金」を設立。
全日本社寺観光連盟親善大使を務める。
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