11.2（金）

2018.

18：30 開演（18：00 開場）

第一生命ホール（晴海トリトンスクエア内）
全席指定：5,000 円
【出演】
音楽監督・指揮・バス／

小松 英典

ソプラノ／佐藤 理恵
アルト／城守 香
テノール／松原 陸
オーケストラ／やたたフィルハーモニー管弦楽団
合唱／東京シェーネシュティンメンコーア

  
HÄNDEL

ヘンデル作曲「メサイヤ」HWV56

第 5 回定期演奏会

ö

東京シェーネシュティンメンコーア

【主催】公益財団法人 ドイツ歌曲普及協会【協賛】株式会社富士薬品 マコーラ株式会社
【後援】法相宗大本山薬師寺 UHA 味覚糖株式会社
【協力】神戸カンマーコーア 【お問合せ】城守 090-6539-2670 info@djkg.org
【オフィシャル HP】djkg.org
※未就学児のお子様の入場はお断りいたしております。

小松 英典（指揮・バリトン・音楽監督） Hidenori Komatsu

1975 年ハンブルクで宮廷歌手アーノルド・ヴァン・ミルに師事。1976 年リューベック国立音楽大学に入学し、宮廷歌手エディット・
ラング、ルネ・コロらに師事。1980 年リューベック国立音楽大学リート・オラトリオ・オペラ科を卒業。1982 年よりハンブルクを中
心にドイツ各地で、
ブラームス
「美しきマゲローネのロマンス」
、
シューベルト
「冬の旅」
リサイタルを行う。1983 年ベルリンでフィッシャー・
ディースカウと共演。また、アーリン・オジェー、エリー・アメリンク、ハンナ・シュヴァルツ、クルト・モルなど著名な歌手と共演し、
ザルツブルグ音楽祭などのヨーロッパの主要なフェスティバルにも参加。小澤征爾の指揮によるR.シュトラウス
「サロメ」
、
プッチーニ
「マ
ノン・レスコー」
、
バッハ
「マタイ受難曲」
は絶賛された。また1992 年
「小松英典マーラーを歌う」
、
1994 年エディット・マティスとのデュオ・
リサイタル「シューマンの夕べ」
、イェルク・デームスとの「冬の旅」
（2000 年）
、ブラームス「４つの厳粛な歌」
（2002 年）等の
リサイタルは、
ドイツ音楽の精髄ともいうべき演奏が大きなセンセーションを巻き起こした。レコーディングでの活動も目覚ましく、プッチー
ニ歌劇「蝶々夫人」
（シノーポリ指揮）
、
「珠玉の日本歌曲」
、
「ドイツ歌曲選集」
（アンサンブル編／ モル、ファスベンダー）などを
録音しており、ファスベンダーとの録音はドイツ、フランスでレコード優秀賞を獲得した。これまでに 20 枚余りの CD を残している。
最新 CD「 日本の歌を集めて 1＆2&3」をリリースし、各方面から絶賛の声が挙がっている。ドイツ・ブレーメン国立音楽大学声楽
科教授。ドイツ連邦共和国より終身プロフェッサー（Honorarprofessor）の称号を受称。秋田県大仙市民賞受賞。日本ドイツ歌
曲コンクール（前 友愛ドイツ歌曲コンクール）
、座間日本歌曲コンクール、日本歌曲コンクール in 薬師寺 各審査員長。

佐藤 理恵（ソプラノ）
Rie Sato

松原

（テノール）

Riku Matsubara

洗足学園音楽大学 音楽学部声楽科 卒業。在学中より各地病院、

クリスマスコンサート等に多数出演する。卒業後は、
モーツァルト『フィ

東京藝術大学卒業。同大学院修

ガロの結婚』にてオペラデビュー。オラトリオの分野では、メンデルス

士課程オペラ研究分野修了。修了

ゾーン『エリアス』ハイドン『四季』
、
J.S. バッハ『クリスマス・オラトリオ』

時に宗次德二賞、武藤舞賞を受賞。

ヘンデル『メサイア』
、ベートーヴェン『第九』等で各々ソプラノ・ソ

2017 年度 BCJA 給付金授与者。

ロを務める。2001 年より小松英典氏に師事。ドイツ歌曲、オラトリ

城守 香（アルト）
Kaori Shiromori

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院修士 課程ソロ科修

了。'03 年よりドイツ連邦共和国認定終身プロフェッサー 小松英典
教授の薫陶を受けドイツ（ハンブルク）へ留学。歌曲、
オラトリオ（宗
教曲）
の研鑽を積み、
ドイツ各地に於いて J. S. バッハ
「マタイ受難曲」
「クリスマス・オラトリオ」
等アルト・ソリストとして出演。
'14 年 7 月ルネ・
コロ引退コンサートにて、オペレッタ「Die Fledermaus こうもり」に

英国王立音楽院にて 2 年連続給付
金授与特待生に選ばれる。2017 年イタリア開催のモンテロッソ国
際オペラコンクール第 1 位。優勝者記念コンサートに出演。同年
10 月ベトナム政府から招聘され表敬訪問ならびに客演演奏を務め
る。12 月には在英日本大使館開催の天皇誕生日セレモニーで日
本人代表に選出され両国国歌を独唱し好評を博した。第 60 回藝
大オペラ定期公演「コジ・ファン・トゥッテ」でオペラデビュー。
同演目で新国立劇場オペラパレスにも出演。その後、様々な役で
オペラに出演。第 64 回
「藝大メサイア」
を皮切りに、
バッハ、
ベートー
ヴェン、モーツァルト、ハイドン他の作品で日本全国にてソリストを
務める。近年ではイギリスを拠点に主にヨーロッパや東南アジアで
のコンサートにも出演している。riku10.com
至銀座

て共演するなど、日本歌曲、ドイツ歌曲、オペラアリアに至るまで幅広いレパートリーを持つ。'15
年 帰国。2016 年 8 月 に一般財団法人ドイツ歌曲普及協会主催にて帰国記念として、城守 香
アルトリサイタルを開催。第 10 回宝塚 ベガ音楽コンクール声楽部門第三位。第 22 回奏楽堂日
本歌曲コンクール第 一位。Schöne Stimmen 所属。宇都宮短期大学音楽科客員教授。鹿沼
ふるさと大使。東京シェーネシュティンメンコーア合唱指揮者。

東京ビュック

晴海通り

管弦楽団〉に名称を改め、2016 年 3 月に第 1 回演奏会を成功させる。また、2017 年 2 月に
なコンサートを企画中である。なお、
藝祭の練習中、
幻想交響曲の第 5 楽章で指揮者が三連符を
「や

トリトンブリッジ
（動く歩道）

晴月橋

スカイレジテル

藝術大学音楽学部 1 年生が集まり、
前身となる〈C 年有志オーケストラ〉を結成。ルーセルの『交

は台東区立大正小学校にて音楽鑑賞教室を開催。
「理論的かつ自由な音楽」をモットーに、様々

月島駅

ローソン

2015 年 9 月、東京藝術大学の学園祭である藝祭において、指揮者平塚太一を中心として東京
響曲第 3 番』やベルリオーズの『幻想交響曲』などを演奏し、
好評を博す。
〈やたたフィルハーモニー

清澄通り

月鳥橋

UFJ
コンビニ

東日本銀行

黎明橋

やたたフィルハーモニー管弦楽団
Yatata Philharmonic Orchestra
（オーケストラ）

サンスクエア
勝どき保育園

トリトンスクエア
日本通運

晴海
パークビル

グランド
ホテル晴海

★

オの分野を中心に研鑽を積む。Schöne Stimmen 会員。

陸

月島三小
至

豊

コンビニ

たたやたたやたた！」と叫んだことが名前の由来。

東京シェーネシュティンメンコーア
Tokyo Schoene Stimmen Chor
（合唱）

2014 年 2 月、ドイツ連邦共和国認定終身教授（Honorarprofessor）の称号を持ち、オラトリオ
界の権威である小松英典教授を音楽監督として結成。一般財団法人 ドイツ歌曲普及協会により、
事業の一環として毎年定期演奏会を実施している。真摯な姿勢で音楽に向き合い、本格的に宗教
曲を歌う仲間が集う合唱団であり、これまでモーツァルト・フォーレ「レクイエム」
、ブラームス「ドイ

ツレクイエム」
、ロッシーニ「ミサ・ソレンネッレ」
、ドヴォルザーク「スタバト・マーテル」を演奏。
（独）Schöne Stimmen＝美しい声 ( 日 )

第一生命ホール（晴海トリトンスクエア内）

所在地：〒104-0053 東京都中央区晴海１丁目８−９
電話： 03-3532-3535

［交通案内］

●地下鉄最寄駅 都営地下鉄／
大江戸線「勝どき」駅 A2a 出口 徒歩8分

洲

