今井信子（ヴィオラ）
Nobuko Imai, viola

井野邉大輔（ヴァイオリン／ヴィオラ）
Daisuke Inobe, violin / viola

第5回東京国際ヴィオラコンクール
第1、2、3位入賞者（ヴィオラ）
Prizewinners of the 5th Tokyo International
Viola Competition, viola

小山あずさ（ヴァイオリン）
Azusa Koyama, violin

吉岡知広（チェロ）
Tomohiro Yoshioka, cello

中村隆人（チェロ）
Takahito Nakamura, cello

髙山圭子（アルト）
Keiko Takayama, alto

有吉亮治（ピアノ）
Ryoji Ariyoshi, piano

それ は ︑
にんげんを
奏でる楽器だ︒
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ヴィオラスペース 2022 仙台
第5回東京国際ヴィオラコンクール
入賞記念ガラ・コンサート
The 5th Tokyo International Viola Competition Prizewinners’ Gala Concert

水 19:00開演
［18:30開場］
│宮城野区文化センターPaToNa
2022年6月8日■
Wednesday, June 8, 2022 at 19:00, PaToNa Hall, Miyagino Ward Cultural Center City of Sendai
年以降生まれの方限定
チケット（全席指定）
：一般 ¥3,500╱ U25 ¥1,500│1997
公演当日生年を証明できるものを持参のこと

お申込み

・ イープラス：http://eplus.jp
・ チケットぴあ：https://t.pia.jp/
［Ｐコード：212-408］
・ 藤崎
・ 宮城野区文化センター
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第5回東京国際
ヴィオラコンクール
入賞記念ガラ・コンサート

ヴィオラスペース第30回記念＆
第5回東京国際ヴィオラコンクール入賞者のお披露目公演
「ヴィオラスペース」は、世界的ヴィオラ奏者の今井信子の提唱により「ヴィオラの礼賛」、
「優れたヴィオ
ラ作品の紹介と新作発表」、
「若手の育成」
を3本の柱に1992年に誕生したヴィオラを基調とした音楽

The 5th Tokyo International
Viola Competition

祭で、今年の開催で第30回目を迎えます。2009年には、アジア太平洋地域唯一のヴィオラ単独の国

Prizewinners’ Gala Concert

際コンクールとして「東京国際ヴィオラコンクール」
を創設、以後3年毎に開催しています。仙台公演は、
2018年の第4回東京国際ヴィオラコンクール入賞記念ガラ・コンサートとして初めて開催し、今年で4度目
を迎えます。審査委員を務める今井信子、激戦を勝ち抜いたばかりの入賞者達、そして、仙台ゆかりの

ヴィオラスペース

屈指の演奏家が出演いたします。人間の声に一番近いとされるヴィオラ。今年のテーマは「VOICE OF
VIOLA」です。どうぞお楽しみください。

仙台

プログラム│ Programme

J. S. バッハ：コラール集より
（ヴィオラ四重奏版 ）
Johann Sebastian Bach: Choral for viola quartet, excerpts

汝、
平和の君、
主イエス・キリストよ／おお主なる神よ、
汝の聖なる御言葉は／来たれ、
聖霊、
主なる神よ
今井信子／第5回東京国際ヴィオラコンクール入賞者（ヴィオラ）

シューベルト：冬の旅より 11. 春の夢 4. 凍てつく野 5. 菩提樹
Franz Schubert: Winterreise, D. 911 (1827), excerpts

モーツァルト：協奏交響曲 K. 364に基づく
弦楽六重奏曲（ホグウッド編 ）
より 第2楽章

Wolfgang Amadeus Mozart: Grande sestetto concertante for string sextet (1808),
after the Sinfonia concertante, K. 364 (ed. Christopher Hogwood), 2nd movement
井野邉大輔／小山あずさ
（ヴァイオリン）
今井信子／第5回東京国際ヴィオラコンクール第1位入賞者（ヴィオラ）
吉岡知広／中村隆人（チェロ）

今井信子（ヴィオラ） 有吉亮治（ピアノ）

ブラームス：アルトのための2つの歌

Johannes Brahms: Zwei Gesänge für Altstimme mit Bratsche und Pianoforte, op. 91 (1863/64~84)
井野邉大輔（ヴィオラ） 髙山圭子（アルト） 有吉亮治（ピアノ）

※第 5回東京国際ヴィオラコンクール入賞者の演奏曲目、全体の演奏曲順は当日発表します。

プロフィール│ Profiles
今井信子
（ヴィオラ）

井野邉大輔（ヴァイオリン／ヴィオラ）

髙山圭子（アルト）

有吉亮治（ピアノ）

Nobuko Imai, viola

Daisuke Inobe, violin / viola

Keiko Takayama, alto

Ryoji Ariyoshi, piano

©nicolas lieber

桐朋学園大学、イェール大学大
1991–2013年 NHK 交響楽団に
学院、
ジュリアード音楽院に学ぶ。
在籍。国際音楽祭やベルリン・
1967年ミュンヘン、68年ジュネー
フィル、ロンドン・フィル及び BBC
響メンバーによるツアーなど数々
ヴの両国際コンクールにて最高
の演奏会に出演。ヴァイオリニス
位入賞。1970年西ドイツ音楽功
労賞を受賞。ベルリン・フィル、ロンドン響、パリ管等 トとしても自らリーダーとして室内楽や合奏団を中心
と共演、室内楽ではアルゲリッチ、シフ、クレーメル、 に活動を展開。第68回日本音楽コンクール作曲部
門委員会特別賞受賞。2014年より仙台フィルハー
マイスキーらと共演。2003年ミケランジェロ弦楽四
重奏団結成。エイボン芸術賞、芸術選奨文部大
モニー管弦楽団ソロ首席、15年より大阪フィルハー
臣賞、京都音楽賞、モービル音楽賞、毎日芸術賞、 モニー交響楽団特別契約首席を兼任。現在、洗足
学園音楽大学及び大学院講師、桐朋オーケストラ・
サントリー音楽賞を受賞、紫綬褒章、旭日小綬章を
アカデミー講師。
受章。アムステルダム音楽院、クロンベルク・アカデ
ミー、ソフィア王妃高等音楽院各教授。上野学園
大学特任教授。

Azusa Koyama
violin

©Masafumi Tamura

小山あずさ
（ヴァイオリン）

吉岡知広
（チェロ）
Tomohiro Yoshioka
cello

ヴィオラスペース第 30 回記念

ヴィオラスペース2022 vol.30
第5回東京国際ヴィオラコンクール
https://tivc.jp/

2022年5月26日〜6月4日

国立音楽大学卒業。ウィーンで
東京藝術大学卒業。文化庁在
オルガ・ワルラ・コロに、その後スイ
外派遣研修生及びローム ミュー
ジック ファンデーション奨学生とし
スでクルト・ヴィトマーに師事。帰
てジュネーヴ高等音楽院に留学。
国後は、長久手国際オペラ声楽、
日本音楽コンクール第1位、カン
友愛ドイツ歌曲などのコンクール
に入選、
また日本モーツァルト音楽コンクール奨励賞 トゥ国際ピアノコンクール第2位。ラ・フォル・ジュルネ
音楽祭、ヴィオラスペースなどに出演し今井信子、タ
を受賞。第九、メサイア、マタイ受難曲、ヨハネ受難
曲、
ロ短調ミサ、
モーツァルトのレクイエム等のアルト・ メスティ等と共演。現在、桐朋学園大学、東京藝術
大学において後進の指導にあたっている。第2、3、
ソロとして、仙台フィル、東響、日本フィルなど数々の
4、5回東京国際ヴィオラコンクールの公式伴奏者。
オーケストラと共演。ドイツ歌曲を中心にウィーン楽
友協会ホールを始め国内外で多数演奏。

中村隆人
（チェロ）
Takahito Nakamura
cello

会場アクセス
・ JR 仙台駅から仙石線下り方面行きで６分、陸前原ノ町駅下車すぐ。
・ 仙台市営バス、仙台駅前１８
・
５０・
５１番のりば→宮城野区役所前下車すぐ。
・ 宮城交通バス、仙台駅前５０番のりば→宮城野区役所前下車すぐ。
来館の際はなるべく公共の交通機関をご利用いただきますようご協力をお願い
いたします。

ライブ・アーカイヴ配信予定。
コンクールの審査の模様も御覧いただけます！

｜東京国際ヴィオラコンクール運営事務局｜http://tivc.jp/ ｜電話：03-6418-8617（10 –18時／土日祝休）

ご来場のお客様へお願い
・ 新型コロナウイルス感染症予防措置等については東京
国際ヴィオラコンクール https://tivc.jp/、並びに会場の

HP にて最新情報を必ずご確認ください。
・ 都合により出演者、曲目、曲順などを変更させていただく
場合がございます。
・ 未就学児のご入場はご遠慮ください。
・ 公演実施の場合はチケットのキャンセル・返金は致しかね
ますので予めご了承ください。

