
A,i111CJ,String Quartet l ■|‐

誡 聰i¶ζ
利カ

台北出身.1987年 米 T■ シンシナテイ大学院 占

楽研究所を卒業、修 liケ取得。19歳でオース

トリアロ立放送交響楽口1第 1ヴァイオリンリー

ダーに就任 .ウ イーンヽ内管弦楽日、ウイーン

トーンキェンストラー管弦楽日、ニーダーエス

ili〕EI[お1シhil髯
「手I干手「多言

ターライヒ管弦楽団に所属。1985年 米国コロンヒア交響楽団にでアツシエイ

トコンサートマスター及びコンサートマスターにFt任.元台北市立交響楽J
EI長、現在は東呉大学音楽部及び日立師範大学音楽部にて教鞭をとる。

■人弦楽四重奏団音楽監督、YMCA青 少年管弦楽及び栄星弦楽団指

揮者.,

Asia Pacinc Stril)g Quartet

陳 建安 (チェロ)

[Chcn Cllien― an]

台湾新

“

口l身 .ア歳で台湾前総統 ll前 演奏.

台湾教育部の「天オ児童J試験に合格し日本

に留学.齋藤秀イ氏に南
'事

し、最年少で桐朋

音楽大学に大学.青 木十良教授に師事.演

奏家学位を取得.1980年 にピーボデイ音楽院

最高全額奨学 金を獲得,Stephen Kates氏に師事。1986年 アスペン国際音

楽祭に参加、当時最も名声の高いチェロのビlrLCabOr Reito氏 にit賛され

南カリフォルニア大学助手としてli聘 .R・ lto氏 最後の弟子となる。1990年 に

演奏家学位を取得.1986年 に今米5名 の青年優秀チェリストの 1人 に抜 l‐ 、

1992年 ヴァイオリン辛 lll峰 氏とビアノ降信真_rでビアノニ重奏を結成、台湾

行政院文化建設委員会 (現 文化部)■ lcの「優 秀幸僑音楽家系,lJに 出

演.米 国にて「ニューヨーク文化センター台Jヒ劇場Jオ ープニングで演奏、高

評を得る。VMCA青 少年管弦楽団と共演し、・優・二重奏、MIT二 重奏を

結成後、工太弦楽四重奏に合流。元 巨海音楽院チェロTI主任.

内金崎 奏 (ピアノ)

[うちかなざきそう]

岩手県大槌Hl出 身。

大槌町役場 期政課に勤務 く学校>北海道

教育大学函館校 芸術文化認程 音楽コース

くIll事 >野 呂 ‖:′L(ピアノ)

土井尻 明子 (ソプラノ)

[どいじりあきこ]

岩手県大船渡市‖1身 .

国●音楽大学声楽科卒業。期 )日 本オペラ振

興会オペラ歌手育成部修 r。 イタリア留学を疑

て 昭和
=楽

大学大学院オペラ専攻を首席で

修r.02年 ベッリーニ作IH陽遊病の娘」の主
役でオペラデビユー.り 5年 第11回 世界オペラ

歌唱コンクール「新しい声2005Jア ジア l・選ファイナリスト。同年、イタリア シ

エナ「キジヤーナ青楽院J声楽マスタークラスの修 r証書を取得.09銅 HヽK
教育テレビアニメ「今日からマエ!Jの 挿人歌「風の子守歌Jを歌いCpに収録

された。11年パワー オブ ミュージック「歌のちからコンクールJファイナリス

ト(震災の為本選会=「止)。 今年の活動の中で主だったものは、
.10■

から活

動をlDtけ ている・スーパー コーラス トーキヨー・の特別公演オンタ■夕「嘆

きの歌J(指揮エリアフ インバル/東京文化会館他)に参加した事と1熊川哲

曇 鰍 循 禁 蜆 岬

鈴木 泉 (オルガ́
[す ずきいずみ]

7歳よリビアノ、20歳 よリオルガンを始める。くらし

き作陽大学卒業後、22歳 から.FIIlと しての活

動を始める。美 ll・
つゆ子氏にll事。第14回、第

21回 ローランドオルガンミュージックフェスティノ`

ル全国大会「―投部門Jに て最優秀賞受賞。

徐 錫隆 (ヴアイオリカ
[Hsu nsi_lung]

1993年 ドイツロ立シュトゥットガルト音楽院にて

芸術家学位収得。

現在、41愛 申学 師ヽ人イヽ風 学青楽班、東呉

大学音楽部にて教鞭をとる.楽 亨アンサンブル

楽日同長.台 Jヒ の「沈春池文教基金会Jの 要

請を受け「優秀青年ど楽訪問HJ団 員を選抜、香港、北京、lllJ・等て演奏し

蔓花蔀1舞盤F"年
フ冽

“
政院翅ず守マi'Vlは

胡 徳夫 (ヴオーカル)

[Ara KimbO]

台東プユマ族出身。通称KIMBO.動 乱の人

生を歌に託す。70年 代には楊弦氏、李雙浮氏

らと 民歌運動Jを制作.:歌 は自分の歌。ある

いは l■先の歌を歌うJを原則として原住民伝

説歌を中心に創作 l■ 動。原,民 社会運動に

=

力を注ぎ、70年代に(原 住民権力促進会)初 代会長に就任.20“ 年、フデー

ストアルバム「勿勿Jを発表。金曲賞および最優秀作詞賞、最優秀楽出賞

(太平il的風)を受賞.香港では華語メディア音楽大賞にて最優秀国語男

性歌手賞、最優秀民謡歌手賞を受It,台 湾の「ルイ アームストロングJと ilさ

れる.

前りII〕単(ヴオーカル&フルート)

[ま えかわだん]

岩手県釜石市出身.          ■
占楽家の両親のもと、幼少より音楽や絵漁iなど|

を楽しみ中学よリフルートを始める。多数め演 |

奏会 デイナーシヨウ、学校音楽鑑賞会などに

歌やフルートで出演。牟石市民劇場主題歌の

辞

作曲編曲ヴォーカルなども10年以L手カヨナる。現在震災当時のみんな
の思いをまとめ「命のイとJという歌を作り、避難所から始まり、地元のイ、ント
また東京など全国各地で歌を歌い続ける。■事は、常飾デザイナー&職

^|
仮設店舗にて創作活動に励む。   |             |‐ ■

澤田 薫 (テノール)||
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申込日/ 年 日月 [FAX申込書]
一般       枚 1学 生 枚

ふりがな
( )

ご氏名

様 FAX ( リ

ご住所 (入場整理券送付先)〒
勤務先。所属楽器店

または音楽教室

本コンサートの開催をどこでお知りになりましたか?| ロウエブサイト ロメール・ニュース コ楽器店  □音楽教室  □知人より □その他 ( )

※ご言己入いただいた個人情報につきましては、当財団規定に基づき、適切かつ厳重に管理いたしま■ httpl″WWW roland Ofり p/pavacy/ FAX.0193‐42-7666


