11 24

水

12 24

14:00開演

辻 純佳

金

14:00開演

名ヴァイオリニスト
クライスラーを愉しむ音楽会

波多野 菫

クライスラー : 愛の喜び 愛の悲しみ
タルティーニ : ヴァイオリンソナタ
ト短調
「悪魔のトリル」ほか

祈りと憧れ
フランク：前奏曲、
コラールとフーガ
ショパン：ポロネーズ第 7 番 変イ長調
Op.61
「幻想ポロネーズ」ほか

2022

18
32

土

14:00開演

水 14:00開演

山本 愛花音

こでまりデュオ
チューバとピアノで巡る20世紀
ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー
スクリャービン：ピアノソナタ第 4 番 Op.30 ほか

Moment Of My Life たとえば、
あなたのその瞬間に寄り添う音楽を。
カプースチン：ピアノソナタ 第 6 番
Op.62 第 1 楽章
山本 愛花音：Moment Of My Life ほか

3 16

水 18:30開演

クインテット・アゼリア

Quintet Azalea
アゼリア・ツアーへようこそ！
〜音楽の旅路〜
ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
ブラームス：クラリネット五重奏曲より 第 1 楽章 ほか

主催 公益財団法人豊橋文化振興財団

企画制作 穂の国とよはし芸術劇場PLAT

辻 純佳

波多野 菫

Sumika Tsuji

Sumire Hadano

[ヴァイオリン ]

[ ピアノ ]

岡崎市出身。これまでに多数のコンクールで入賞。
第45回藝大定期室内楽に出演。2019年度よりヤマハ
音楽振興会奨学生。現在漆原朝子、玉井菜採両氏に
師事。東京藝術大学大学院修士課程1年に在学中。

2000年生まれ。豊橋市出身。2021年度(公財)日本芸
術協会 奨学生。これまでに山口智子、上野栄美子、
西川秀人、伊藤隆之の各氏に師事。名古屋市立菊里高
等学校を経て、現在、愛知県立芸術大学3年在学中。

こでまりデュオ

オーディションで選抜された
東三河の瑞穂のような
若手音楽家による
音楽のひとときを
ワンコイン=￥500で
お楽しみいただけます。

磯谷莉佳

み ず ほ

加藤由依子

Marika Isogai

Yuiko Kato

[ ピアノ ]

[ チューバ ]

2000年生まれ。豊橋市出身。全日本学生音楽コンク
ール名古屋大会第１位、全国大会入選。トカチェフス
キ国際ピアノコンクール第３位。現在、松本和将、岡
田敦子、菊地裕介各氏に師事。愛知県立明和高校音楽
科卒業、東京音楽大学ピアノ演奏家コース在籍。

2000年生まれ。碧南市出身。第28回日本クラシック
音楽コンクール テューバ部門 高校生の部 第3位。第
15回 東海音楽フェスティバル 銀賞。現在東京音楽
大学テューバ科に在籍。林裕人、加藤日名子、次田
心平、各氏に師事。
クインテット・アゼリア

Quintet Azalea

山本愛花音

西前菜々子

三浦可菜

Akane Yamamoto

Nanako Nishimae

Kana Miura

[ ピアノ・作曲 ]

[ クラリネット ]

[ヴィオラ ]

2000年生まれ。豊橋市出身。3歳より音楽を学び、ピア
ノ・作曲の道に進む。2020年に自作曲「願い」の楽譜
を出版。2021年2月にアルバム｢Moment Of My Life｣
をリリース。現在、東京音楽大学ピアノ創作コース3年
生。武田真理、川上昌裕の各氏に師事。

大阪府堺市出身。愛知県立芸術大学大学院音楽研究
科博士前期課程管楽器領域修了。2021年第49回堺市
新人演奏会奨励賞受賞。第14回愛知県立芸術大学修
了演奏会に出演。これまでに、青山秀直、ブルック
ス 信雄 トーン、稲本渡の各氏に師事。

成田 萌

本間 京

豊田市生まれ。第22〜24回日本クラシック音楽コン
クール全国大会入選。これまでに舘奈緒、森下陽
子、大関博明、沼田園子の各氏に師事。名古屋市立
菊里高等学校音楽科を経て愛知県立芸術大学音楽学
部を卒業。同大学研究生修了。

稲田悠佑

Moe Narita

Miyako Honma

Yusuke Inada

[ヴァイオリン ]

[ヴァイオリン ]

[ チェロ ]

豊橋市出身。桜丘高等学校を経て、現在愛知県立芸
術大学大学院2年に在学中。大学内選抜による演奏会
に多数出演。豊橋交響楽団とメンデルスゾーンの
ヴァイオリン協奏曲で共演。これまでに寺井祥子、
松本茂、F.アゴスティーニ、白石禮子の各氏に師事。

小牧市出身。5歳からヴァイオリンを始める。名古屋
市立菊里高等学校音楽科、愛知県立芸術大学音楽学
部を経て、現在同大学院2年在学中。NHK名古屋青
少年交響楽団OG。第26、27回日本クラシックコン
クール全国大会入選。

料金

各 500 円 （全席自由・整理番号付・税込）

上演
時間

各 60 分

会場

穂の国とよはし芸術劇場 PLAT アートスペース

※開場は開演の30分前 ※未就学児入場不可。
※曲目等変更になる場合がございます。予めご了承ください。

大阪府吹田市出身。14歳よりチェロを始める。愛知
県立芸術大学に入学。神戸フィルハーモニック、リ
ヴィウヴィルトゥオーソ室内オーケストラとサン=
サーンスのチェロ協奏曲で共演。現在チェロを花崎
薫氏に師事。

アクセス
〒440-0887 愛知県豊橋市西小田原町123番地 TEL. 0532-39-8810
休館日 毎月第 3 月曜日（祝日の場合は翌平日） FAX. 0532-55-8192

チケット取扱・お問合せ
◆プラットチケットセンター
窓口・電話

0532-39-3090（休館日を除く 10:00 〜 19:00）

http://toyohashi-at.jp（24 時間受付・要事前登録）
オンライン
※感染予防のため発売初日の窓口販売なし。翌日以降残席がある場合は窓口販売あり。
◆豊橋市民文化会館 窓口 （休館日を除く 10:00 〜 17:00）

チケット発売開始日
【11月〜1月公演】2021年
【3月公演】

2022年

（会員・一般同時）

9月4日（土）10:00〜
1月7日（金）10:00〜

※ 当日券は各開演の1時間前よりアートスペース受付にて
販売予定。詳細は公演1週間前以降にお問合せください。
※ 車椅子でご来場のお客様は、プラットチケットセンター
まで事前にご連絡ください。

新型コロナウイルス
感染症対策について
事前に劇場HPを
ご確認の上、
ご来場ください。

豊橋駅（JR 東海道新幹線、東海道本線、名古屋鉄道）、新豊橋駅（豊橋鉄道渥美線）直結。豊橋駅南口か
ら徒歩 3 分。※駐車場はございません。公共交通機関やお近くの公共駐車場等をご利用ください。豊橋まち
ちか・えきちか駐車場（公共第 1・第 2）・パーク 500 をご利用の場合、駐車料金が 30 分 150 円から
30 分 100 円に割引（上限 4 時間）になります。

