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2019 年 3 月９日 14:00開演 13:30開場 （約60分／休憩あり）

岡崎市シビックセンター コンサートホール
こども（3歳以上）500円　おとな（高校生以上）1,000円

岡崎市シビックセンター　TEL (0564)72-5111
チケットぴあ　TEL (0570)02-9999[Ｐコード：141-586]

チケットチケット
全席自由

取扱場所

※おとな1人につき3歳未満のこども1人膝上無料。ただし座席を利用する場合はチケットを購入してください。

ワクワクしたミライがやってくる！
とびきりゆかいな音楽家たちと、新しい旅へ出発だ！

ドヴォルザーク
「新世界より」 第四楽章 抜粋 ( ピアノ連弾）

坂井貴祐
メトロポリス ( クラリネット四重奏 )
グレン・ミラー
ムーンライト・セレナーデ　ほか

中村由加里

石川貴憲 犬飼裕哉 倉橋祐佳里

小田美沙紀河野真子 井上麻里子

発売日：1月30日（水）9：00より

セブン-イレブン
ファミリーマート各店でも購入できます

電話予約は1月31日（木）から

会いにきてくれたら
缶バッジを

プレゼントするよ

しんじだい君
イラスト：倉橋祐佳里

※公演内容・曲目については一部変更になる場合がございます。※車椅子での鑑賞をご希望の方は、お問合せください。※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
※ポイントカード割引のご利用はできません。ポイントシール付与もできかねます。※シビコロ・クラシック会員、シビコロ会員の先行予約はございません。

主催 企画制作
お問合せ

岡崎市／岡崎市シビックセンター指定管理者 SPS･トーエネック･ピーアンドピー共同事業体 アウトリーチ・ラボ
岡崎市シビックセンター 〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野 15 番地／ TEL (0564)72-5111 ／ FAX (0564)72-5110 ／http://www.civic.okazaki.aichi.jp/
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サックス ピアノ ピアノ

クラリネット クラリネット クラリネット

コロネット音楽大学シリーズ



石川 貴憲  いしかわ たかのり
山口県下関市出身。愛知県立芸術大学音楽学部卒
業。第 3 回ナゴヤサクソフォンコンクール若手演
奏家部門において第 1 位。第 15 回大阪国際音楽
コンクール木管部門において入賞。サクソフォン、

チェロ、ピアノの編成でピアノ三重奏の名曲を取り上げるトリオ
「ともしび」として活動中。コンサートグループ「花の詩」会員。「長
久手市文化の家」にて演奏、ワークショップ、演奏会の企画に携
わる契約アーティスト「創造スタッフ」として活動中。児童施設
や学校へのアウトリーチなど様々な場の演奏に携わる中、現在は
福祉分野に強く関心を持つ。

サクソフォン

アウトリーチ・ラボとは？
2018 年「地元アーティストと劇場が手をつないでアウトリーチのノ
ウハウをシェアしよう」と名古屋芸術大学教授の梶田美香氏の呼びか
けにより自然発生的にスタート。定期的なワーキングを重ねながら、
アートの力でまちも人も元気づける方法を学び合い、企画提案からネッ
トワークづくりまで幅広く活動している。

企画制作メンバー
生田創（長久手市文化の家）
岩瀬理絵（静岡文化芸術大学大学院）
岡田百合香（長久手市文化の家）
梶田美香（名古屋芸術大学）
細萱亜矢

（ふじのくに地球環境史ミュージアム）
森川治朗（昭和文化小劇場）

ピアノ 

ピアノ 
倉橋 祐佳里　くらはし ゆかり
愛知県春日井市出身。第 3 回ヨーロッパ国際ピア
ノコンクール in Japan 高校生部門全国大会銀賞。
第 15 回中部ショパンピアノコンクール銅賞。
2015 年、ドイツにてヨーロッパ国際マスタークラ
ス受講、ディプロマ取得。ポーランド・クラクフ

室内管弦楽団、ポーランド・シレジア・フィルハーモニー管弦楽
団とコンチェルトを共演。これまでにピアノを和田美里、杉谷昭子、
藤井博子、内藤江美、松本総一郎の各氏に師事。名古屋市立菊里
高等学校音楽科、愛知県立芸術大学音楽学部器楽専攻ピアノコー
ス卒業。現在、同大学大学院音楽研究科博士前期課程鍵盤楽器領
域 1 年在学中。伴奏、室内楽、アウトリーチ活動など、様々な面
で活躍の場を広げている。

クラリネット 
小田 美沙紀 おだ みさき
広島県出身、愛知県立芸術大学音楽学部卒業。こ
れまでにクラリネットを小川秀樹・三浦慈子・黒
岩義臣の各氏に師事。第 28 回広島市新人演奏会

に出場。オーディションにより広島プロミシングコンサート
2007 に選出され、広島交響楽団と共演。第 12 回大阪国際音楽コ
ンクール管楽器部門木管 Age-G エスポアール賞受賞。現在、ア
イリスクラリネットカルテット、一般社団法人愛知室内オーケス
トラ、名古屋アカデミックウインズ、ブラスポップバンド CHIZ、
各メンバー。

中村 由加里 なかむら ゆかり
愛知県立芸術大学卒業。2010 年、幸田町文化振興
協会アウトリーチ環境整備事業にアイリスクラリ
ネットカルテットのメンバーとして参加。それを
きっかけに、小学校、福祉施設など、多数アウトリー
チ活動を行う。2017 年、ピアニストの犬飼裕哉氏
と共に一宮市レジデンスアーティストとして選出さ

れ、地域に密着した演奏活動を展開。また、任意団体「みぢかむじか」
を立ち上げ、子どもたちに音楽を届ける活動を始める。同年より、
大学院生を対象とする愛知県立芸術大学病院アウトリーチプロジェ
クトのコーディネーターを担い、企画、運営のサポートを務める。
アイリスクラリネットカルテット、リヴレ木管三重奏各メンバー。
岐阜県立各務原西高等学校吹奏楽部非常勤講師。

クラリネット 

河野 真子　こうの まさこ
岐阜県立加納高等学校音楽科を経て愛知県立芸術
大学音楽学部を卒業。在学中、学内選抜オーディ
ションによる室内楽の楽しみ、定期演奏会など学

内の演奏会に多数出演。日本クラリネット協会第12回クラリネッ
トアンサンブルコンクール一般Ｂ部門第２位、並びに協賛三社賞
授賞。岐阜市新進演奏家コンサート、ヤマハ管楽器新人演奏会に
出演。現在フリーランス奏者として、東海地方を中心に活動中。
これまでにクラリネットを和田アカネ、朝田文子、磯部周平、伊
藤圭、原田綾子の各氏に師事。

クラリネット

井上 麻里子  いのうえ まりこ
愛知県名古屋市出身。愛知県立昭和高等学校普通
科を経て、愛知県立芸術大学音楽学部音楽科器楽
専攻管打楽器コース卒業。2011 年から 2013 年

の 2 年間、NHK 名古屋青少年交響楽団に所属。セバスティアン・
マンツのマスタークラスを受講。これまでにクラリネットを堀内
信彦、原田綾子、伊藤圭の各氏に師事。室内楽を村田四郎、原田
綾子、橋本岳人の各氏に師事。現在、愛知県を中心に吹奏楽、オー
ケストラ、アンサンブルなど幅広く活動し、後進の指導にも当たっ
ている。【Trio klee】メンバー。

クラリネット
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こんなコンサートあり？！
トークあり、アドリブあり、笑いあり、

キミたちの五感をシゲキしまくる

ライヴ感あふれる新時代のコンサートをご覧あれ！！

コロネット音楽大学シリーズについて
フレッシュで瑞々しい感性をもった音楽大学の学生が企画制作したコ
ンサートをコロネットが支援・サポートし、若手演奏家を育成するため、
2014年にスタートしたシリーズ企画。
今年は、音楽大学卒業後プロとして活動し、コンサート制作のアートマ
ネジメントを、自身の演奏活動に活かしている若手演奏家の、実体験の
場として実施します。

JR 岡崎駅東口より北へ徒歩 7 分
名鉄東岡崎駅から名鉄バス 3 番のりば「岡崎駅前」
方面など乗車「岡崎市シビックセンター」
バス停下車徒歩 1 分

犬飼 裕哉　いぬかい ゆうや
愛知県一宮市（旧尾西市）生まれ。「アートで心に
プラスの変化を。」クラシック演奏の他、他ジャン
ルのアートとのコラボ企画や、即興演奏を活かした
独自のパフォーマンスをしている。最近ではパリコ
レクション出品デザイナーのファッションショーで

の即興 BGM 演奏や、一宮市の織物工場を再活用した会場「のこぎりニ」
の紹介として、NHK「ほっとイブニング」の生中継で即興演奏を披
露した。2017 年より梶田美香氏の指導のもとアウトリーチ活動を始
める。子供向け、病院向けといった対象者や場に応じた企画のプロ
デュース・演奏を行い、新聞に多数掲載。2017-2020 年一宮市民会
館等レジデンスアーティストに選出。Web・SNS→「犬飼裕哉」で検索。


