広 瀬 則 子 Noriko Hirose震 藍赳祗
東京芸術大学付属音楽高校を経て、東京芸術大学器楽科卒業。井口秋子、小林仁氏に師事。第 21回 全日本学生音楽コンクール
中学生の部西部地区第 1位 。大学在学中に選抜され、芸大オーケス トラと共演.卒 業後 九州交響楽団との共演をはじめ、ソロや
アンサンブルで活発な演奏活動を行 う。また 2年 間大分県立芸術文化短期大学で講師を勤める。ニューインクラン ド音楽院で学
びボス トンで リサイタルを開 く。ホス トンのラジオ番組に出演。現在、様々な企画に参加 しながら、ソロや室内楽、合唱の伴奏、
ビアノ講座等で活動 している。鎌倉音楽クラブ (鎌 倉音楽家協会)会 員。

上田和代 Kazuyo Ueda轟 薩饉贔
3才 よ リビアノを始める。桐朋学園子供のための音楽教室 を経て桐朋学園高校音楽科 ・同大学音楽学部 ピアノ科卒業。同年ウィーン
留学。ウィーン国際音楽 コンクール 2位 。帰国後草月ホールにて初 リサイタル を開催。その後 オタワ大学で研鑽 を積み、在 日本
大使館主催演奏会、アメ リカ各地へ の演奏旅行、放送等行 う。現在桐柊会、Place21等 で活動 し音楽の友 コンサー トベ ス ト 10に
・ディヒラー
選ばれた。鎌倉・源氏山古民家 コンサー トの企画に携わる。金野節子、安田輝子、丼口愛子、井口基成、中島和彦、」
諸氏に師事。鎌倉音楽 クラフ (鎌 倉音楽家協会)会 員。

小 山香織 Kaori Koyama轟 醸爾饉
長野市に生 まれ、3歳 よ リピアノをスズキメソッ ドにて始める。高校・ 大学 を桐朋学園で過 ごし、高校 2年 の時に全 日本学生音楽
コンクール全 国第 1位 を受賞。卒業後 ミュンヘ ン国立音楽大学修士課程に留学。帰国後 か ら現在に至 るまで、ソロ、オーケス トラ
との共演、室内楽 と幅広い分野で活躍。 また、桐朋学園附属子 とものための音楽教室長野教室にて後進の指導にも力を注いでいる。
鎌倉音楽 クラブ

(鎌 倉音楽家協会 )会 員。

梅津美葉 Miyo Umezu■ 頭囲顕置
県立高校在学中、第 60回 日本音楽 コンクール第 1位 。桐朋学園大学在学中に渡仏、パ リ 。エコール ノルマル音楽院最上級演奏家
課程を異例の短期間で、
審査員全員一致の最優秀賞及び特別賞を得て卒業。国内外のオーケス トラと共演。NHK― FMや BS等 に出演.
5枚 の CDを リリース、各紙誌で特選盤の栄誉 を得 る。弦楽アンサ ンフル、子 どもの為のコンサー ト始め様 々な音楽活動 を行 う。
桐朋学園大学、洗足学園音楽大学、桐朋学園大学子供のための音楽教室講師、各種コンクール審査員も務める。鎌倉音楽クラフ

(鎌 倉

音楽家協会)会 員。

松宮麻希子 Makiko Matsumiya雇 狐銀麗園菫
桐朋女子高等学校音楽科 を経て、桐朋学園大学音楽学部卒業。大学在学中に新 日本 フィルハーモニー交響楽団に第 1ウ ァイオ リン
奏者 として入団、
現在に至る。第 6回 フランス・リヨン室内楽セ ミナー マスタークラスに参加。 NHK― FM「 土曜 リサイタル」に出演.
桐朋学園大学附属 「子供のための音楽教室」鎌倉・横浜教室弦楽科講師.ウ ァイオ リンを梅津南美子氏、室内楽を山口裕之、岩崎淑、
秋津智承、故 末吉保雄の各氏に師事。鎌倉音楽 クラブ

1笏

(鎌 倉音楽家協会 )会

員。

■ 目■

小形真奈美 Manami Ogata i毒 専議
￨

〕
ン

桐朋女子高等学校音楽科 を経て、桐朋学園大学 を卒業。洗足学園音楽大学大学院を首席で卒業、併せてグランプ リを受賞.パ リ・
エ コール・ ノルマル音楽院 にて コンサーテ ィス ト課程デ ィプロム (ウ ァイオ リンソロ、室内楽)を 審査員全員一致 を以て取得。
第 14回 、第 16回 かながわ音楽 コンクール入 賞。第 6回 江藤俊哉 ウァイオ リンコンクール第 1位 受賞。第 4回 大阪国際音楽 コン
クールにてエスポワール賞受賞。オーケス トラ・ トリプテ ィーク団員c鎌 倉音楽 クラフ (鎌 倉音楽家協会)会 員。

クリス トファー・聡 。ギブソン
・

・
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Christopher So Gibson国

鐵藝甕

横浜インターナン ヨナルスクール卒業後、2005年 に米イェール大学に進学、哲学 ・政治学 を二重専攻、在学中イェール音楽院の
Ole Akahoshi氏 にチェロを師事する。2012年 冬、国際演奏家協会新人オーデ イン ヨンにて入賞。″
BACH Solo''無 伴奏チ ェロリサイ
タルン リーズをサ ン トリーホール「ブルー 回―ズ」などで開催。鎌倉音楽 クラブ (鎌 倉音楽家協会)会 員。
http://｀ A′ ヽ
VW
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坂本真由美 Mayumi Sakamoto通 醒量源
東京藝術大学附属音楽高等学校、
東京藝術大学を経て、トイツ国立ハ ノーファー芸術大学卒業。ク リーク国際 ピアノコンクール優勝、
ケル ン国際音楽 コンクール優勝。チ ャイコフスキー国際 コンクール、ウァン・ クライバーン国際 ピアノコンクールにてテ ィプ ロマ
受賞。CDア ルバム「モーツ ァル トピアノ協奏曲 20&21番 」(ケ ル ン放送管弦楽団共演 )リ リース。東京藝術大学で教鞭 を執 るほか、
京都大学大学院医学研究科客員研究員を務める。鎌倉音楽 クラブ
httpl〃 www

(鎌 倉音楽家協会 )会 員。

mayumlsakamoto com

徳永洋明 Hiroaki Tokunaga塵醒国鶴爾I・
1973年 生 まれ。湘南学園中・高等学校を経て東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。 1996年 、第七回奏楽堂 日本歌曲コンクール作曲
部門第 2位 、2003年 「2a9osto」 国際作曲コンクール第三位等受賞多数c2013年 文化庁芸術祭大賞受賞作品ラジオ ドラマ「2233歳 」
の音楽を担当。作品はオーケス トラ由か ら吹奏楽曲、室内楽曲、歌曲、合唱曲、ミュージカルなど多岐に渡 り再演も数多い。 また、
アンサンフル ピアニス ト、指揮者 としても数多 くの舞台や録音に参加、優れた音楽性は高い評価 を得ている。鎌倉音楽 クラブ (鎌 倉
音楽家協会)会 員。

鎌 倉 音楽 クラブにつ い て

音楽教育家鏑木欽作、音楽評論家牧野敏成、 ビアノ教育家山岡寿美子など各氏によ り創設 された。長い
「鎌倉市小・中・高学生音楽 コンクール」
歴史のある当クラフ (協 会 )は 現在、
会員による「春のコンサー ト」
「フレツンユコンサー ト」 (前 年度 コンクール最高位受賞者コンサー ト)、 鎌倉市民文化祭参加 コンサー ト

鎌倉

鎌倉音楽 クラフ (鎌 倉音楽家協会)は 、
鎌倉市の音楽文化の振興 と向上、
音楽専門家 と音楽関係者の親睦・
協調 を目的 に、昭和 21(1946)年 、鎌倉市在住 の音楽評論家野村光一、声楽家 ベ ル トラメ リ能子、
鎌 倉市 役所

き らら鎌倉

「クランツク音楽のひととき」、講座な どを企画、運営、主催 し、活動を続 けている。 また、鎌倉市文化
協会の一員 として他の加盟団体 と共に鎌倉の文化事業に参画、鎌倉市内に於けるコンサー トの開催など、

鎌倉駅東 口徒歩 3分

江′電
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音楽文化振興事業に努めている。
httpi〃 www kamakura― ongakuclub com/
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