
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） 

２０１９年３月３０日 第３６回 小林沙羅（ソプラノ） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１９年５月３１日 第３７回 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席） ＆ 山野安珠美（お箏） 

２０１９年８月３日 第３８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） 

２０１９年１１月９日 第３９回 川久保賜紀（ヴァイオリン） ＆ 松田理奈（ヴァイオリン）  



 

 

 

No.１０５(since ２０１２) 

●●● 地下ワインセラー ヒロヤショップ ●●● 

 

第４０回ワインコンサート 

～ ホルン福川伸陽 ＆ クラリネット松本健司 ～ 

                             ■日時 ： ２０１９年１２月７日（土） １６時～ 

■会場 ： ヒロヤショップ 地下 １階 ワインセラー 

 

日曜日夜に、毎週のように NHK に登場する、NHK 交響楽団が誇る首席奏者お二人の共演です。 

昨年、一昨年と三浦友理枝さんとのデュオでご登場いただいた、ホルン福川伸陽さんが、今回は同僚のクラリネット 

奏者松本健司さんを連れてきてくださいます。ホルン、クラリネットの日本のトップ奏者の贅沢な共演です。 

音楽に酔い、ワインに酔う、特別過ぎるワインコンサート。 

 

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。 

 

 

 

ピアノ 井澤久美子 

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 

                                                                       

NHK 交響楽団首席奏者。第 77 回日本音楽コンクール ホルン部門第１位受賞。 

ソリストとして、パドヴァ・ヴェネト管弦楽団、京都市交響楽団、日本フィルハーモニー 

交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、Ｎ響メンバーによる室内オーケストラ、 

横浜シンフォニエッタ、兵庫芸術文化センター管弦楽団、東京ユニバーサル・ 

フィルハーモニー管弦楽団他と共演している。日本各地やアメリカ・ヨーロッパなど 

に数多く招かれており、「la Biennale di Venezia」「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」 

「東京・春・音楽祭」などをはじめとする音楽祭にもソリストとして多数出演。 

キングレコードより 3 枚のソロ CD、リヒャルト・シュトラウスの協奏曲第  2 番の 

ライブレコーディングや、オクタヴィアレコードより多数の室内楽 CD をリリースし、 

音楽之友社刊「レコード藝術」誌上にて特選版に選ばれている。 

                                                                       

パリ国立高等音楽院クラリネット科を“レオン・ルブラン特別賞”を得て卒業し 

本格的な演奏活動を始める。クラリネットを角田晃、濱中浩一、二宮和子、竹森 

かほり、ミシェル・アリニョン、ジェローム・ジュリアン =ラフェリエール、アラン・ 

ダミアンの各師に、室内楽をダリア・オヴォラ、ピエール =ロラン・エマール、 

ジャン=ギアン・ケラスの各師に師事。第 6 回日本木管コンクール、第 4 回 

日本クラリネットコンクール、第 22 回トゥーロン国際音楽コンクールにおいて上位 

入賞し、2002 年にＮＨＫ交響楽団に入団。現在首席クラリネット奏者を務める。 

また、室内オーケストラ ARCUS、トリオ・サンクァンシュのメンバーとして活躍 

する他、洗足学園音楽大学、東京音楽大学において後進の指導にあたっている。 

 

 

                     

東京学芸大学Ｄ類音楽ピアノ選修卒業。東京音楽大学大学院伴奏科修了。これまでに 

ピアノ、室内楽、伴奏法を椎野伸一、土田英介、蓼沼明美、出羽真理の各氏に師事。 

京都フランスアカデミー、姫路パルナソス音楽祭などにおいて、クリスチャン・ 

イヴァルディー、エリック・ル・サージュ、上田晴子の各氏のマスタークラスを受講。 

また、日墺文化協会フレッシュコンサート 2008 において奨励賞、日本ピアノ教育連盟 

主催第 15 回及び第 24 回ピアノオーディションにおいて優秀賞を受賞。現在、室内楽、 

歌曲、合唱の分野を中心に活動を行っている。 

 

 



                                                                                       

第 40回ワインコンサート 

ホルン福川伸陽 ＆ クラリネット松本健司 

                                     

 

♪ ロッシーニ : 序奏、主題と変奏（ホルンとピアノ） 

 

♪ ジャンジャン : ギスガンドリー（クラリネットとピアノ） 

 

♪ シュライナー : だんだん小さく（クラリネットとピアノ） 

 

♪ カール・ライネッケ ： クラリネット、ホルンとピアノのための三重奏曲 変ロ長調 Op. 274 

 

＊プログラムは変更になる場合もございます。 

 

 

                                      

 

☆ ２０１７ ブルゴーニュ・ピノ・ブラン （アンリ・グージュ） ： 4,500円 / 6,050円 

★ ２０１７ ブルゴーニュ・ルージュ （アンリ・グージュ） ： 4,500円 / 6,050円 

 

★ ２０１７ ニュイ・サン・ジョルジュ （アンリ・グージュ） ： 8,250円 / 11,000円 

 

★ ２０１７ ニュイ・サン・ジョルジュ１級レ・シェニョ （アンリ・グージュ） ： 10,300円 / 13,750円 

★ ２０１７ ニュイ・サン・ジョルジュ１級レ・シェヌ・カルト （アンリ・グージュ） ： 9,900円 / 13,200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（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。 

 

 


