
■過去のヒロヤショップ・ワインコンサート 

２０１４年９月２１日 第１回 ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク（チェロ/ウィーンフィル） 

２０１５年３月７日 第２回 遠藤真理（チェロ） 

２０１５年５月２３日 第３回 川久保賜紀（ヴァイオリン） ＆ 遠藤真理（チェロ） 

２０１５年９月２６日 第４回 川久保賜紀（ヴァイオリン） ＆ 三浦一馬（バンドネオン） 

２０１６年４月９日 第５回 三浦友理枝（ピアノ） 

 ２０１６年５月１４日 第６回 松田理奈（ヴァイオリン） ＆ 佐藤朋子（ピアノ）  

２０１６年５月２１日 第７回 北村源三（トランペット/元Ｎ響首席） ＆ 北村レイ子（ピアノ） 

２０１６年５月２８日 第８回 福川伸陽（ホルン/Ｎ響首席） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１６年６月１８日 第９回 松原友（テノール/二期会） ＆ 山田剛史（ピアノ） 

２０１６年７月１６日 第１０回 金丸葉子（ヴィオラ/コンセルトヘボウ管） ＆ 溝井麻佐美（ピアノ） 

２０１６年８月１日 第１１回 ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク（チェロ/ウィーンフィル） 

２０１６年８月７日 第１２回 川久保賜紀（ヴァイオリン）、遠藤真理（チェロ） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１６年１０月３日 第１３回 アレクサンダー・シトコヴェツキー（ヴァイオリン）＆三浦友理枝（ピアノ） 

２０１６年１０月２１日 第１４回 直樹（チェロ/ウィーンフィル） ＆ 洋・ヘーデンボルク（ピアノ） 

２０１６年１１月２１日 第１５回 三浦一馬（バンドネオン）＜テラス・ド・ギレム×フレンチ Dix-Huit18＞ 

２０１７年１月２８日 第１６回 北川森央（フルート） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１７年３月２５日 第１７回 松田理奈（ヴァイオリン） ＆ 佐藤朋子（ピアノ） 

２０１７年５月２０日 第１８回 高木綾子、北川森央（フルート） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１７年７月２２日 第１９回 奥村愛（ヴァイオリン） ＆ 三浦友理枝(ピアノ) 

２０１７年７月２９日 第２０回 金丸葉子（ヴィオラ/コンセルトヘボウ管）＆溝井麻佐美（ピアノ） 

２０１７年９月２９日 第２１回 ユリアン・洋・ヘーデンボルク（ピアノ） 

２０１７年１０月２４日 第２２回 村治佳織（ギター） ＆ 遠藤真理（チェロ） 

２０１７年１１月２日 第２３回 クリストフ・コンツ（ヴァイオリン/ウィーンフィル首席）   

＆ アンナ=マグダレーナ・コーキッツ（ピアノ） 

２０１７年１１月１５日 第２４回 幣隆太朗（コントラバス/シュトゥットガルト放送）   

＆ アンナ=マグダレーナ・コーキッツ（ピアノ） 

２０１８年２月１０日 第２５回 小林沙羅（ソプラノ） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１８年３月３１日 第２６回 福川伸陽（ホルン/Ｎ響首席） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１８年４月２７日 第２７回 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席） ＆ 中川賢一（ピアノ） 

２０１８年６月１６日 第２８回 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１８年７月１３日 第２９回 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席）、對馬哲男（ヴァイオリン/読響） 

＆ 鈴木康浩（ヴィオラ/読響ソロ首席) 

２０１８年８月４日 第３０回 金丸葉子（ヴィオラ/コンセルトヘボウ管）、ジェソプ・キム（バリトン）＆ 溝井麻佐美（ピアノ） 

２０１８年８月２５日 第３１回 川久保賜紀（ヴァイオリン）、遠藤真理（チェロ） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１８年１１月１４日 第３２回 幣隆太朗（コントラバス/シュトゥットガルト放送） ＆ 秋元孝介（ピアノ） 

２０１８年１１月２９日 第３３回 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席） ＆ ユリアン・洋・ヘーデンボルク（ピアノ） 

２０１８年１２月７日 第３４回 三浦文彰（ヴァイオリン）、遠藤真理(チェロ) ＆ 三浦舞夏（ピアノ） 

２０１９年３月５日 第３５回 松田理奈（ヴァイオリン） ＆ 田村響（ピアノ） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【次回予告】 

２０１９年５月３１日 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席） ＆ 山野安珠美(お琴) 



No.９８ (since ２０１２) 

  

●●● 地下ワインセラー ヒロヤショップ ●●●  

第３６回ワインコンサート   

～ ソプラノ 小林沙羅 ＆ ピアノ 三浦友理枝 ～  

                        ■日時 ： ２０１９年３月３０日（土） １５時３０分～ 

■会場 ： ヒロヤショップ 地下 １階 ワインセラー 

 

今回は、今最も注目されるソプラノの小林沙羅さんです。コンサート、オペラに、幅ひろく活躍されている、

日本のトップ DIVA（歌姫）です。ピアノはお馴染みの三浦友理枝さん。昨年に引き続きお二人で演奏して 

くださいます。昨年の当店出演が、お二人の初共演だったのですが。その後何度か共演を重ねられたそうで。 

その中でとりあげた、フランス歌曲中心のプログラムです。限られた席数でありますが、素晴らしいワインと 

音楽をご用意して皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。 

 

 

音楽もワインも、長い年月をかけて育まれます。その全てを所有することは出来ず、 

その楽しみやその味わいは長い時流の一瞬の経験にしかすぎません。 

そんな一瞬を、皆様と共に過ごせれば・・・ 

今日、クラシックと言えば大きなホールで楽しむことが殆どですが、 

その原点はサロンコンサートにあったのではないでしょうか。 

そして、そこにはワインやお料理があったことでしょう。  

そんな古に思いを馳せ、極めて贅沢な、ワインと音楽とお料理の会、 

「ヒロヤショップ・ワインコンサート」を企画しています。 

 

 

 

 

©Hitoshi Iwakiri  ©Yuji Hori 

file:///D:/ワインコンサート/ワインコンサート(180210小林沙羅＆三浦友理枝)/＠Hitoshi　Iwakiri.docx


                                                                                          

プロフィール 

 

                                                                       

東京藝術大学及び同大学院修了。2010 年度野村財団奨学生、2011 年

度文化庁新進芸術家在外研修員。  2 0 14 年度ロームミュージック 

ファンデーション奨学生。2010～15 年ウィーンとローマにて研鑚を積む。 

 2006 年『バスティアンとバスティエンヌ』でデビュー後、東京芸術劇場 

『トゥーランドット』リュー、 兵庫県立芸術文化センター『こうもり』アデーレ／ 

『魔弾の射手』エンヒェン、新国立劇場『パルジフ ァル』花の乙女等に出演。 

2012 年ブルガリア国立歌劇場『ジャンニ・スキッキ』ラウレッタで欧州 

デビ ュー、海外へも活動の幅を広げる。2015 年野田秀樹演出『フィガロの 

結婚』にスザンナ役で出演し好評 を博す。2017 年『カルメン』ミカエラで 

藤原歌劇団に初出演を果たした。2019 年には全国共同制作オ ペラ『ドン･ 

ジョバンニ』にも出演。2016 年秋セカンドＣＤ「この世でいちばん優しい歌」 

をリリース。 2017 年第 27 回出光音楽賞受賞。日本声楽アカデミー会員。 

藤原歌劇団団員。大阪芸術大学准教授。     オフィシャル・ホームページ http://sarakobayashi.com/ 

 

 

 

 

                                                                         

2005 年英国王立音楽院大学課程を首席卒業。2007 年同音楽院・修士課程を 

首席修了。2001 年「第 47 回マリア・カナルス国際音楽コンクール」第 1 位、 

2006 年「第 15 回リーズ国際ピアノコンクール」特別賞を受賞。2005 年、 

エイベックス・クラシックスよりＣＤデビュー。ショパン：24 のプレリュード」（2010 年 

リリース）、「ミニアチュアーズ」（2014 年リリース）は「レコード芸術」（音楽之友社） 

で特選盤に選ばれる。2018 年 5 月、6 枚目のソロアルバムをリリース。2016 年、 

第 26回新日鉄住金音楽賞〈フレッシュアーティスト賞〉を受賞。 

オフィシャルウェブサイト www.yuriemiura.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsarakobayashi.com%2F&h=ATOrq38HTY87KSxWZ9fOgPwvIQINfSGYuSTgKhNDG0X0oH1wgXmPnvPnBz2z6BComO82U3cB34EIdpMZ-MGXdcrZz22RZi9cafWEL2xWRKO2V-ETSi_ALPGRbh7fVLM0nGrVnMOZaJhdWQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsarakobayashi.com%2F&h=ATOrq38HTY87KSxWZ9fOgPwvIQINfSGYuSTgKhNDG0X0oH1wgXmPnvPnBz2z6BComO82U3cB34EIdpMZ-MGXdcrZz22RZi9cafWEL2xWRKO2V-ETSi_ALPGRbh7fVLM0nGrVnMOZaJhdWQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yuriemiura.net%2F&h=ATOrq38HTY87KSxWZ9fOgPwvIQINfSGYuSTgKhNDG0X0oH1wgXmPnvPnBz2z6BComO82U3cB34EIdpMZ-MGXdcrZz22RZi9cafWEL2xWRKO2V-ETSi_ALPGRbh7fVLM0nGrVnMOZaJhdWQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yuriemiura.net%2F&h=ATOrq38HTY87KSxWZ9fOgPwvIQINfSGYuSTgKhNDG0X0oH1wgXmPnvPnBz2z6BComO82U3cB34EIdpMZ-MGXdcrZz22RZi9cafWEL2xWRKO2V-ETSi_ALPGRbh7fVLM0nGrVnMOZaJhdWQ


                                                                                           

第 36回ワインコンサート 

ソプラノ小林沙羅 ＆ ピアノ三浦友理江 

 

                                            

 

♪ ドビュッシー ： 「グリーン」 「美しき夕暮れ」 「星の夜」 

 

♪ フォーレ ： 「イスパハンのバラ」 「夢の後に」 

 

♪ プーランク ： 「エディット・ピアフを讃えて」 (ピアノソロ) 

 

♪ アーン ： 「恍惚のとき」 「クロリスに」 

 

♪ デュパルク ： 「旅への誘い」 「悲しき歌」 

 

＊プログラムは変更になる場合もございます。 

 

                                           

 

★ 2014 シャンボール・ミュジニ― (ジョルジュ・ルーミエ)  ： 参考出品 

 

★ 2014 ヴォーヌ・ロマネ (メオ・カミュゼ)  ： 参考出品 

 

★ ２０１６ ブルゴーニュ・パストゥグラン・アミニマ （トラペ） ： 3,000円 / 3,780円 

 

☆ ２０１６ ブルゴーニュ・ブラン （トラペ） ： 3,850円 / 4,860円 

 

＊左：特別価格(税込)/右：標準小売価格(税込) 

＊グラスは、和吉工房 和吉グラス【T-340】（：6,000円）を使用 

＊全て、株式会社フィネス 輸入のワインです。 

＊ワインは変更になる場合もございます 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【次回予告】 

２０１９年５月３１日 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席） ＆ 山野安珠美（お琴） 


