
L'après midi de musique de chambre  ( 室内楽の午後 )

Casa de Daiju Concert #7 at Rey Audio
19(Mon) Oct. 2009　Hakone Rey Audio "Casa de Daiju" Geijutsu Salon

☆開演  10月19日(月)14時〔開場13時15分〕　  参加費  4,000円　（当日お支払い下さい）
演奏終了後、出演者を囲んで楽しい時間を過ごしたいと思います。レイオーディオによる芸
術オーディオも楽しんでいただきます。〔終了予定 17時〕
☆参加者は事前登録です。お名前、住所、連絡方法を記載のうえインターネット、はがき、電話、
FAX などでお申し込み下さい。複数名の時は各々のお名前、連絡先を明記して下さい。
レイオーディオ　250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1083-11　
電話：0460-86-3304　FAX：0460-86-3305　 E-MAIL:  concert@reyaudio.com
☆交通について   新宿から小田急高速バス乗り換えなし２時間、毎時２( ～３) 本運行　http://www.odakyu-hakonehighway.co.jp/
☆ 小田急高速バス新宿（小田急ハルク前No,35）- 箱根桃源台行き、金時登山口下車　徒歩 300m（5分）
☆ 自動車：東名御殿場インターより　または中央高速 -富士五湖道路籠坂トンネル、須走方面より　国道 138 号にて　
　　乙女峠経由　仙石原方面　太郎平バス停角を左折  　御殿場インターより約 15分
☆ 小田原駅、または箱根湯本より 箱根登山バス桃源台行き , 箱根仙石下車 600m　　　
☆ 湯本より箱根登山鉄道、強羅下車タクシー、施設巡りバス利用　　☆ 羽田、横浜より小田急・京急バス、仙石案内所
観光シーズンは箱根方面、道路の混雑が予想されます。時間に余裕を見て下さい。上記の時間は通常時です。

*Haydn / Piano Trio / Hob.XV No.18 A-dur
*Mendelssohn / Piano Trio / No.1 d-moll Op.49
*MicaTanaka / Un nuage de tristesse　　　etc..
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東京生まれ。東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業後、渡仏。
Conservatoire Europèen de Musique de Paris を審査員満場一致の首席で卒業。
以後アメリカ・ボストンを拠点にソリスト、室内楽奏者として活動を始める。
2006 年、フルーティストMeghan Miller 氏と Duo Voix Claire ( デュオ・ヴォワク レール ) を結成。
ボストンHarvard Musical Association にてデビュー後コンサートを続ける。
また近年は、現代音楽の分野でも多くの作曲家とのコラボレーションに積極的に 取り組んでいる。
2008 年、International Chamber Music Ensemble Competition(USA) にてデュ オ部門第 3位入賞。
Warebrook Contemporary Music Festival (USA) に於いてピアニストを、
The Samford International Music Festival (UK) に於いては、ピアニスト /ア シスタント講師を勤める。
また、チェリスト Velleda Miragias 氏と Duo Terre de Sienne ( デュオ・テル ドゥ シエンヌ ) を結成。
Sudbury City, Weston City での定期コンサートシリーズにてデビュー、演奏活 動を続ける。
これまでに、故・高井恵子、三浦捷子、東誠三、Théodore Paraskivesco, Wayman Chin の各氏に師事。

8歳よりチェロを始める。1991 年の 3月に桐朋女子高等学校音楽科 ( 共学 ) を卒業。
1991 年の 8月にベルギーのブリュッセルに留学。1992 年フランスのパリ国立高等音楽院に首席で入学。
1997 年同校で一等賞 ( プルミエ・プリ ) を獲得。
2000 年より東京都交響楽団チェリスト。同時に室内楽奏者としても活躍中。ピアニスト兼作曲家の稲本響との共演も多数行っ
ている。これまでに佐藤満、松波恵子、ジルベール・ザンロンギ、ジャン・マリ・ギャマール、パトリック・ギャバール、
マーク・ディディエ・ティローの各氏に師事。リリースされた CD「ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲集」「ジャパニーズ
チルドレンズソング・ヴァイオリン&チェロ」「20世紀の無伴奏チェロ作品」

4歳よりヴァイオリンを始める。第 39回全日本学生音楽コンクール東海大会第 1位。
桐朋女子高等学校音楽科卒業。桐朋学園大学音楽学部在学中に渡仏。パリ国立高等音楽院修了。
これまでにヴァイオリンを林茂子、故・久保田良作、D. エルリー、B. ギャリツキー、
室内楽を C. イヴァルディ、T. パラスキヴェスコの各氏に師事。
現在、中部フィルハーモニー交響楽団団員、
桐朋学園大学附属子供のための音楽教室ヴァイオリン講師。

　数年前の夏、初めて Casa de Daiju で音楽を聴かせて頂いた時の感動を、何と表現したらよいのでしょう。それは音を聴く、というよりは、音の中
に自分がいる ... というのに近く、ただ「音楽が在る」という感動に浸っていた至福のひと時でした。
　それから数年が経ち、今回 Casa de Daiju にて「L'après midi de musique de chambre」を開催させて頂けることとなり、たいへん嬉しく思っており
ます。フランス留学時代からの友人、綾川智子さん、江口心一さんとのトリオを中心に、サロンの素晴らしい音響を様々なアンサンブルでお楽しみい
ただけますよう、プログラムにはデュオ、ソロと変化をつけて、お馴染みの名曲からフレンチの小品、さらに自作曲も含めて選曲いたしました。
　箱根仙石原の美しい秋の午後を、音楽の中で過ごすひとときをご一緒できましたら幸いです。どうぞ皆様お誘い合わせのうえご来場いただけますよ
う、ご案内申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009.8.12　　田中　美香

L'après midi de musique de chambre ( 室内楽の午後 ) 開催によせて
 

田中美香 (Pf)  Mika Tanaka

綾川 智子 (Vl.)　Satoko Ayakawa

江口 心一 (Vc.)　Shinichi Eguchi


