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開演 午後2時個場午後1時30分)

誅町ふれあいセンターケリヤホール島本畷井341
」R島本駅下車、西□出□より京都方面へ線路添いに150m左折。山側のふれあいセンター内に

ケリヤホールあり。阪急京都線水無瀬駅から若山台行きバスにて、島本町役場前下車徒歩3分。

*入場券 (当日会員券)は阪急京都線水無瀬駅前「長谷川書店」、広瀬1丁 目「小林酒店」

事務局 。役員にて取り扱つています。

*問合わせ。事務局/丁 EL.075(962)1464(藤原/事務局)

主催 :島本音楽協会/後援 :島本町・島本町教育委員会

吉久 夏子 /ピ アノ

大阪教育大学教養学科芸術専攻音楽コース、モスクワ音

楽院卒業。マリア・ユーディナ国際コンクールピアノデュ

オ部門第 1位、XXI Century Art国 際コンクールピア

ノ部門、室内楽部門共に第 3位。第 9回かやぶき音楽堂

デュオコンクール連弾部門第 2位 (最高位 )。 ソロや連

弾でリサイタルを開催するだけでなく、あらゆる年代の

方にクラシック音楽を気軽に楽しんで欲しいという思い

で地元での無料演奏会にも多く出演し、地元に根ざした

演奏活動を続けている。
ピアノをアルカディ・セヴィドフ、宮本弘子、三森尚子、

室内楽をガリーナ・シリンスカヤ、伴奏法をニーナ・ク

リコヴァ、オルガンをアレクセイ・パルシンの各氏に師

事。ソロ、伴奏、室内楽で活動する傍ら、後進の指導に

もあたっている。大阪府立島本高等学校保育専門コース

特別非常勤講師。高槻音楽家協会、島本音楽協会会員。

名神高速
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14時間演(13時30分開場)

14時間演(13時30分開場)

■`父親ピーター(ほうき職人)匝コ ー池田真己(テノ■ル)||
キ 母親ゲルトルート(その妻)匝コ・…秋田さきこ(メゾソプラン)

],:誓舅菫■:六斡ン

'

1グレーテル(そ の娘)[EIヨ・・― ・津円山紀子 (ソ プラン).|

:[薇■||IR靭第|

菖×ヽ_IF`:島本町ふ|れ|あ いセンター

ケリヤ ホール
入場料(当 1日会員券):3,000円
※会員は会員証で入場できます。

島蜂車:髯翠纂選辞舞:075-962-1堪 6壺

よ:4等 i:::彗 達ξ:075-981‐ 3i18

だヽ:捧酒霧賭:076… 961‐ 攣〔〕52

・パブロ。エスカンデ        |  |
・三橋桜子            ■ |‐

・14人の天使合H昌 日|、 こどもたちの合唱団 |‐

全員合唱               |

■`音楽監督指揮:パブロエスカンデ   ■
嚢マ鳥ζ獣:顧願(跡墓藤為属
」田糠鰤 鳥上勢窪子■
1舞台監督 :乃村健一(n.0.m.)     |
1照明 :沢井敦治          ||
i美術 in.Om.(nomllra origillal lllaking)
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姉勘 籍 愴L輌魚

大阪音楽大学音楽学部声楽学科卒業。同音楽専攻科修了。同大学院歌曲研究室

修了。第 7回 KOBE国 際学生音楽コンクール優秀賞 審査委員長賞受賞。ジョ

イントリサイタル、ソロリサイタルを開催。スイスにて日本歌曲リサイタル。

地球音楽隊『フレンドシップ』の活動としてラオスとカンボジアにてコンサー

トや学校訪問演奏、2007年 ラオス教育省より感謝状を授与される。関西歌山研

究会、まほろば21世紀創作歌山の会、関西現代音楽交流協会、茨本市音楽芸術協会各会員。現在

大阪音楽大学助手。

向丼優希 (ソ プラノ) グレーテル(A)/暁の精 (B)

同志社女子大学音楽専攻科声楽専攻修了。木サII田 温子氏に削i事。在学時は大

学の推薦により、同大学オーケス トラコンサー トにソリストとして出演。卒

業演奏会・修了演奏会に出演。また、石村雅子賞、頌啓会音楽賞を受賞し、

頌啓会主催新人演奏会を行う (2013615イ シハラホール )。 第4回 東京国際

芦楽コンクール 神戸新聞社賞。第 27回京都芸術祭デビューコンサー ト音楽

現在、HMS OSAKAボ ーカルインストラクター。

安谷万佑子 (ソ プラノ)            ヘンゼル(B)

三橋桜 子 (ピ アン)| ~   |■ ‐ ■ ■・ ■■■|‐‐■■■・ ‐●
■

東京都立芸術高校ピアノ科を経て東京芸術大学器楽科チェンバロ専攻卒業。

オラングのユ トレヒト音楽院に留学し、ディプロマを取得。チェンバロを鈴

木雅明、S・ ヘンストラ、P・ アンタイ、A・ ジルベライシュ、通奏低音を多田逸郎、

小島芳子の各氏に師事。ブルージュ国際古楽コンクール セミフアイナリスト。

京都・青山音楽賞受賞。京都市立芸術大学非常勤講師。

パブロ・ェスカンデ (ピ アノ 。指揮 )

アルゼンチン生まれ。ブエノスアイレスの音楽院にて「音楽国家最高位資格

(MacstrO Naciollal de Musica)Jを 取得。その後オランダに渡 り、J・ オッホ

のもとでチェンバロとフォルテビアノを、アムステルダムの旧スヴェーリン

ク音楽院でR・ ライナに作曲を学ぶ。オランダ、オース トラリア、アメリカ、

スペイン、日本他各国から委嘱を受け、独奏曲、室内楽、オラトリオ、教会音楽、

オペラ、バレー音楽、歌曲のほか、オーケス トラのための曲を作曲している。2007年アメリ

カアリエノール作曲コンクールにて名誉賞を受賞。

オランダ、ルクセンブルグ、プエル トリコなどで数々

のオペラのプロジェクトに参加 している。現在は、

国内外で作曲家、編山家、鍵盤奏者として活躍中。


