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●●● 地下ワインセラー ヒロヤショップ ●●● 

第１８回 ワインコンサート ～フルート高木綾子、北川森央 ＆ ピアノ三浦友理枝～ 

 

1月に引き続き、フルート北川森央さん、ピアノ三浦友理枝さんのご出演です。今回は更に、確かな 

テクニックと、個性溢れる音色、ジャンルを超えた音楽性で、今最も注目を集める実力派フルート 

奏者・高木綾子さんにご出演頂き、本日限りのスペシャルトリオです。 

ワインは、10年違い(2002&2012／2003&2013)のメオ・カミュゼのワインで、「時の流れ」を感じる、 

スペシャルテイスティングです。 

高校・大学のフルート科同級生、高木さんと北川さんに、当店ではお馴染みの三浦友理枝さんによる 

トリオに酔い、ブルゴーニュワインに酔う、特別過ぎるワインコンサート。 

週末の午後のひととき、限られた席数でありますが、素晴らしい音楽とワイン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。                    

主催：株式会社ヒロヤショップ 榊原崇弘 

 

 

 

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みことが殆どですが、 

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、極めて贅沢な音楽＆ワインの会、 

「ヒロヤショップ・ワインコンサート」を企画しています。 

 



■フルート 高木 綾子 

2001年 第70回日本音楽コンクールフルート部門第1位 

2005年 ジャン=ピエール・ランパル国際フルートコンクール第3位 

東京藝術大学准教授 

 

■フルート  北川 森央 

聖徳大学音楽学部准教授 

東京藝術大学、上野学園大学非常勤講師 

横浜シンフォニエッタフルート奏者 

■ピアノ  三浦 友理枝 

1995年 「第3回ゲッティンゲン国際ショパンコンクール」 第1位 

2001年 「第47回マリア・カナルス国際音楽コンクール」 ピアノ部門第1位 

2006年 「第15回リーズ国際ピアノコンクール」 特別賞 

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> 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

２０１７年５月２０日土曜日 １５時～１６時３０分 (開場：１４時４５分) 

ヒロヤショップ 地下 １階 ワインセラー 

181-0013東京都三鷹市下連雀 3-33-6三京ユニオンビル地下 1階（JR中央線三鷹駅より徒歩 3分） 

Tel 0422-46-7691 080-5003-2012（榊原携帯） 

◆参加費：6,000円 （当日、お支払いください。） 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

参加ご希望の方は、５月１３日までに、別紙参加お申し込み用紙にご記入のうえ、FAX(0422-46-7691)、 

又はメール( sakakey@voice.ocn.ne.jp )にてご連絡を頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sakakey@voice.ocn.ne.jp


 

 

■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） ＆ 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（フルート） ＆ 佐藤朋子(ピアノ) 

 



第１８回 ワインコンサート （５月２０日） 

～フルート高木綾子、北川森央＆ピアノ三浦友理枝～  

参加申込書 

FAX:0422-46-7691 
申込締め切り：５月１３日 

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

 

下記の項目にご記入の上、FAX(0422-46-7691)してください。                 

●お名前（フリガナ）                                   

●ご住所  〒                                      

●電話番号                                        

●FAX番号                                        

●メールアドレス                                 

お預かりする個人情報はヒロヤショップが管理し、当店からの連絡のみに使用します。 

 

■参加費 6,000 円は当日会場でお支払いください。 

■お申し込み後のキャンセルはご遠慮ください。 

■定員になり次第締め切りさせて頂きます。 

■定員を越えた場合には、こちらから連絡をさせて頂きます。 

 

 

 

 

 



                                                                                  

プロフィール 

 

確かなテクニックと、個性溢れる音色、ジャンルを超えた音楽性で、今最も 

注目を集める実力派フルート奏者である。テレビ・ラジオへの出演や CM 出演 

など従来のクラシック演奏家の枠にとらわれない幅広い活動とレパートリーで 

各方面から注目を集めている。 

愛知県豊田市生まれ。3歳よりピアノ、8歳よりフルートを始める。東京芸術大学 

付属高校、東京芸術大学を経て、同大学院修了。これまでにフルートを西村 

智江、橋本量至、G.ノアック、小坂哲也、村上成美、金昌国、P.マイゼンの 

各氏に、室内楽を岡崎耕治氏に師事。 

高校、大学在学中よりその実力は高く評価されており、毎日新聞社主催全日本学生音楽コンクール東京 

大会第 1位(1995年)、神戸国際フルートコンクール奨励賞(1997年)、大学内にてNTT Docomo奨学金を 

受け、安宅賞(1997年)、宝塚べガコンクール優勝(1999年)、日本フルートコンベンションコンクール優勝、 

併せてオーディエンス賞（1999年）、第 17回日本管打楽器コンクール、フルート部門第 1位及び特別賞 

(2000 年)、第 70 回日本音楽コンクールフルート部門第 1 位(2001 年)、第 12 回新日鐵音楽賞フレッシュ 

アーティスト賞(2001 年) 、ジャン=ピエール・ランパル国際フルートコンクール第 3 位(2005 年)、神戸国際 

フルートコンクール第３位（2005 年）など多数の受賞歴を誇る。一方で、大学在学中より本格的な演奏 

活動を開始。これまでに国内主要オーケストラとの共演はもとより、新イタリア合奏団、シュトゥットガルト 

室内管弦楽団、ミラノ弦楽合奏団、サンクトペテルブルク交響楽団、フランツ・リスト室内管弦楽団などと 

共演。2004 年秋にはパリ室内管弦楽団との共演でパリ・デビュー。それに続く日本ツアーにも同行し好評 

を博した。同時に各地でのリサイタルや室内楽など活発な演奏活動を行っている。2010 年には、 

デビュー10周年を迎え、秋に記念リサイタルを行った。 

CD 録音も活発に行っており、2000 年 3 月には「シシリエンヌ～フルート名曲集」、「卒業写真～プレイズ・ 

ユーミン・オン・フルート」を同時リリースして CD デビュー。その後、「ジェントル・ドリームズ～20 世紀の 

フルート音楽」、「青春の輝き～プレイズ・カーペンターズ」を同時リリース、クラシックからボサノバまで 

ラテンアメリカの作品を集めた「南の想い」、17 世紀から現代までのフルート・ソロ曲を集めた「エール・ 

ブルー～青の余白」、イタリアで収録した新イタリア合奏団との共演による初めての協奏曲アルバム 

「イタリア」、大地、自然、生命の息吹をテーマにしたフルート名曲集「EARTH」、ギターの福田進一との 

デュオアルバム「海へ」をリリースしてそのすべてが高い評価とセールス実績を残している。2010 年には、 

デビュー10 周年を記念して、ベスト盤(日本コロムビア)とモーツァルト:フルート協奏曲集(エイべックス・ 

クラシックス)をリリース。2011 年 7 月には、モーツァルトのフルート四重奏曲全曲集 (エイベックス・ 

クラシックス)よりリリースして好評を博す。 

現在東京藝術大学准教授、および洗足学園大学客員教授、日本大学藝術学部、武蔵野音楽大学、 

桐朋学園大学の非常勤講師として後進の指導にもあたっている。 



 

                                                                                  

プロフィール 

 

1977 年横浜生まれ。幼少時からクラシック音楽に親しん 

で育つ。玉川学園小学部にて豊かな音楽教育を受け、 

11 歳よりフルートを始める。東京藝術大学附属高校、 

東京藝術大学卒業。同大学院修士課程及び博士後期 

課程修了。論文「モーツァルトのウィーン時代における 

フルート使用法」にて博士（音楽）を取得。 

これまでにフルートを篠崎このみ、中野富雄、三上明子、 

金昌国、パウル・マイゼン、寺本義明各氏に師事。 

フラウト・トラヴェルソを前田りり子氏に師事。東京藝術 

大学バッハ・カンタータ・クラブに在籍し、指導者・小林 

道夫氏の薫陶を受けた。第 49 回全日本学生音楽 

コンクール高校の部東京大会第 2 位。東京藝術大学 

教育研究助手、新日本フィルハーモニー交響楽団契約 

団員  を経て、現在、聖徳大学音楽学部准教授、東京藝術大学および上野学園大学 

非常勤講師。横浜シンフォニエッタフルート奏者。アジアフルート連盟日本理事。 

国内のみならず、ヨーロッパ、アジア、アフリカ各国において開催される国際音楽祭への出演、 

国際音楽コンクールの審査員を務め、多方面で活動している。ディスクアートより 4 枚のソロ 

CD アルバム（DACD-061、081、111、112）をリリースするほか、古楽器奏者としてマイスター 

ミュージックよりリリースの「小林道夫の藝術」ブランデンブルグ協奏曲全集、管弦楽組曲全集 

にソリストとして参加している。 

 



                                                                                 

プロフィール 

 

１９８１年東京生まれ。３歳よりヤマハ音楽教室に入会、１９９３年よりヤマハ 

マスタークラスに在籍。江口文子、ヴェラ・ゴルノスタエヴァ、浦壁信二各氏 

に師事。０５年英国王立音楽院大学課程を首席で卒業。０７年同音楽院・ 

修士課程を首席で修了。クリストファー・エルトン氏に師事。９５年「第３回 

ゲッティンゲン国際ショパンコンクール」第１位受賞。これを機にドイツなどで 

コンサート活動を開始。９９年「第３回マリエンバート国際ショパンコンクール」 

最年少で第１位受賞。０１年「第４７回マリア・カナルス国際音楽コンクール」 

ピアノ部門第１位、および金メダル、最年少ファイナリスト賞、カルロス・セブロ 

特別メダル賞を受賞。０６年９月には「第１５回リーズ国際ピアノコンクール」 

にて特別賞を受賞した。０２年ロンドン・ソロイスツ室内オーケストラとの共演 

でロンドンデビュー。０４年には国際ショパン協会ウィーン本部の招きで 

リサイタルを行いウィーンデビュー。同年、ロンドン・ソロイスツ室内 

オーケストラと再共演。これまでに、東京フィルハーモニー交響楽団、読売日本交響楽団、日本フィルハーモニー 

交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、群馬交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、 

大阪交響楽団、京都市交響楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、 

札幌交響楽団、広島交響楽団、九州交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、山形交響楽団、シンフォニア・ 

ヴァルソヴィア、ロンドン・ソロイスツ室内オーケストラ、カイロ交響楽団など国内外の主要オーケストラと多数共演。 

１０年東京オペラシティ主催のリサイタルシリーズＢ→Ｃに出演、１５年にはフィリアホールにおいて「ラヴェルピアノ作品 

全曲演奏会」を行うなど注目を浴び続けている。また「ラ・フォル・ジュルネ」、「東京・春・音楽祭」、「仙台クラシック 

フェスティバル」等の音楽祭にも数多く招かれている。室内楽の分野でも幅広く活躍しており、オランダ人 

ヴァオリニスト、シモーネ・ラムスマとはエルガーのＣＤをリリース（NAXOS）、イギリス、オランダ等でコンサート・ 

ツアーも行った。また、０９年川久保賜紀（ヴァイオリン）、遠藤真理（チェロ）とピアノ・トリオを、１５年にはソリスト達で 

構成される木管アンサンブル「東京六人組」を結成するなど積極的な活動を展開している。「名曲リサイタル」「ベスト 

 オブ クラシック」「クラシック倶楽部」「みんなのショパン」「きらクラ！」などテレビ、ラジオの出演も数多く、１０年には 

ＦＭ仙台のクラシック番組で１年間パーソナリティを務めた。０５年、エイベックス・クラシックスよりＣＤデビュー、14 年 

4月発売の 5枚目のソロアルバム『ミニアチュアーズ』のほか、05年『印象』、07年『エチュード』、09年『ピアノ協奏曲 

ト長調 ラヴェル：ピアノ作品集』、同年川久保賜紀、遠藤真理のトリオによる『RAVEL』、10 年『ショパン：24 の 

プレリュード』をリリースしている。「ショパン：２４のプレリュード」「ミニアチュアーズ」は「レコード芸術」（音楽之友社）で 

特選盤に選ばれている。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〉を受賞した。 

 

オフィシャルウェブサイト www.yuriemiura.net 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yuriemiura.net&h=UAQEYgUZY


                                                                                                                                           

第１8回 ワインコンサート  ～ フルート高木綾子、北川森央 ＆ ピアノ三浦友理枝 ～ 

 

                                     

 

♪ J. S. バッハ トリオ・ソナタ ト短調 BWV1029 

 

♪ F. クーラウ：協奏的三重奏曲 Op.119       他 

 

＊曲目は変更になる場合もございます。 

 

 

 

                                      

 

★ 2002ブルゴーニュ・ルージュ(メオ・カミュゼ F.&S.) 

★ 2012ブルゴーニュ・ルージュ(メオ・カミュゼ F.&S.) 

 

★ 2003ニュイ・サン・ジョルジュ 1 級ペリエール(メオ・カミュゼ F.&S.) 

★ 2013ニュイ・サン・ジョルジュ 1 級ペリエール(メオ・カミュゼ F.&S.)  他 

 

＊株式会社フィネス 輸入のワインです。 

＊和吉グラス にてお楽しみいただく予定です。 

＊ワインは変更になる場合もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


