Program
◇風の歌 :沢 丼忠夫 作山
◇四季の友 :久 村検校 竹:山
◇無伴奏チェロの為 の「落葉」 :イ モージェン・ホルスト作曲
◇委嘱初演 〜風をテーマに〜 :マ ァティン・リーガン 作山
◇根笹派錦風流 「松風」
◇奔手 :三 本稔 作曲
◇弦歌三章 :石 黒晶 作山
◇波間のきらめき :玉 木宏樹 作曲
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141時 開演

(13時 30分 開場 )

興 聖 寺 涅槃 堂
チケット ◇自由席 :2500円 ◇当日券 :3000円 ◆学生 :1000円

●お l‖ い 合わせ先 :豆 玩舎 ズンゾ (樋 H。 磯 lll方 )TEL
論組
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06‑67252545

虫1賀 /J ) TEL/FAX 075‑711‑0334

メール :yokohikaruduo@hotIIllail.com

HP:Ⅵ ハ〜
ヽv.yamadaryuocom/reikano/collaboration/collaboratioll.htnll

O後 援 :玉 木光ファンクラブ・和楽器 オー ケストラあいおい
○ 協力 :Hurryken CO"Inc.

)

Yoko and Hikaru Duo〜 これまでの歩み〜
フォー トウェイン市のCherry Blossom Fest市 alに て初共演。以来「弦
2008年 アメリカ。
「花鳥風月コン
と絃」の響きに豊かな可能性を感 じ、デュオ活動を開始。2010年 より
サー ト」シリーズにおいて、マーティン・リーガン氏 に連作を委嘱。アメリカ。日本 の各地
「シカゴ新報」など、
で演奏活動中。ラジオ番組「Meet the Music」 、
各メディアで活動を
とりあげられる。和洋のデュオとしての功績により、20 Htt」 anet Latz Professional
Fellowshipを 得る。
互いのルーツを基に、デュオの響きを追求する中、幅広 いジャンル
の音楽 に取り組んでいる。

木村伶香能 (竿・三絃)Yoko Reikano Kimura

玉木光 (チ ェロ)Hikaru Tamaki

等・三絃・唄 の古典を軸 に、現代曲〜新作初演まで、幅広く演奏活動
を行っている。2010年 、アメリカに移住以来、米 日を拠点に日本音楽
の紹介 に努め、また様々なジャンルのアーティストと共演している。東

1975年 生まれ。上村昇、ピー ター・サイデンバーグ両氏 にチェロを師

京芸術大学卒業。NHK邦 楽技能者育成会修了。平成 16年 度文化庁
芸術インターンシップ研修員。山田流竿曲を亀山香能師に師事。河
東節三味線を人間国宝・山彦千子師に師事。河東節「山彦伶子」の名
を許される。現代邦楽研究所研究科 にて三 味線を西潟昭子氏 に師
事。第 10回 賢順記念全国竿曲コンクールにて賢順賞を受賞。NHK邦
楽オーディションに合格。NHK― FM昨 5楽 のひととき」、BSデ ジタル放
送「カルチャーチャンネル」に出演する他、アメリカ、ヨーロッパのラジ
オ局でも放送される。ヴアイオリンの富田ゆいこ氏とのデュオでトッパ
ンホールデビューコンサー トオーディションに合格。第 4回 万里 の長
城杯 "国 際音楽 コンクール、アンサンブル部門第 1位 ならびに中国駐
大阪総領事賞。これまで、洗足学園音楽大学講師、桐生大学筆曲部
講師を努 め、現在、現代邦楽研究所講師。アメリカ各地の大学、教育
機関でも度 々コンサー トを行っている。海外 においては、ヨーロッパ、
アジア、中近東 の各国で演奏。2011年 国際交流基金 ニューヨーク日
本文化センター派遣 により、中南米 3か 国にて演奏。2012年 秋、ワー
ル ドミュージックフェスティバ ル (シ カゴ)、 第 4回 リサイタル (ニ ュー
ヨーク)、 ならびにソロCD発 売を予定。

http〃 reikano yamadaryu com/

を経 て、ノースウェスタン大 学 院 にてハ ンス・イェンセ ン氏 に学 ぶ 。
2000年 のビバ ホール 国際チェロコンクール にて入賞。アメリカ音楽
協 会 コンクー ル 中西 部 にて優勝 。ミシガン州 カラマ ズ ー 市 のバ ッハ
フェスティバ ル・コンクー ル にて優勝。1999年 より在籍 したシカゴ・シ
ビックオーケス トラでは首席 を努 め、ダニエ ル・バ レンボイム氏 の指
揮 の下、カーネギ ー ホール で演奏。現在、インディアナ州 フォー トウェ
イン・フィル ハーモニー 管弦楽 団 の首席 チェロ奏者 、並 び にフライマ
ン弦楽 四重奏 団 のメンバー として活躍 中。母 国である日本 において、
ソロや室 内楽 の 演奏活動 も幅広 く行 う。2004年 、アー ケディア・ピア
ノトリオを結 成。コンサー トを東 京 、関西 にて 開催 。邦 楽 との コラボ
レー ションにも意欲 的 にとりくみ、2009年 、NYの 井 上音楽 アンサ ン
ブル主 催 コンサ ー トに招 聘 され る。ソリス トとしてフォー トウェイン・
フィル ハー モ ニー 管弦楽 団との共演 も隔年で行 ってお り、これまでに
ハ イ ドンのチェロ協奏 曲 二 長調 、ブ ロッホのヘ ブライ狂詩 曲「ショロ
・シュトラウスの交 響 詩「 ドン 。キホ ー テ」、ドヴォル
モ 」、リヒャル ト
ジャー クのチェロ協奏 曲な どを演奏。2008年 、ソロCDを 発 表。バ ッ
ハ の無伴奏 チェロ組 曲や黛敏郎 の「文楽」などを収録 。
玉木光ブ ログ : httpプ /hikarutamaki.blog68.fc2 com/
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木村伶香能 (玉 木陽子)HP:

事。1994年 に渡米 し、ジョー ジ・イース トマン奨学金 を得 てイー ス ト
マン音楽 大学 に入学、ポール・カッツ氏 に師事 する。以後 ライス大学

大 阪公演

6月 9日 (土 )18時 30分 開演 (18時 開易
① 出入 □

喫茶 美 術 館
〒5770805大 阪府東大阪市宝持 1218
自由席 3000円
お問い合わせ先

上御霊前通

(コ ー ヒー付 )
:

喫茶美術館 TEL 06‑6725‑0430
京都駅、又は地下鉄東西
線 二条城前より、市 バス
9番 にて天神公園前まで
バス停から徒歩2分
地 下鉄 鳥 丸 線 鞍 馬 日、
1番 出入口より徒歩 12分

ご希望枚数

お名前

豆玩舎ズンゾ

(樋 口・磯 田方 )TEL

06‑6725‑2545

※定員は40名 です。お早めにお申し込み ください。

枚

・お支払い方法 のご案 内を
受信後 に、チケット
お送 りいたします。
メール でもお 申し込み頂 けますЭ

ご住所

yokohikaruduo@hotlllail.com
お電話

フアックス

定員は80名 です。
お早めにお申し込み下さい。

