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堀口加奈子〈ソプラノ〉

髙橋未来子（メゾ・ソプラノ）

東京コンセルヴァトアール尚美 専門コース、
音楽芸術コース、ディプロマコース・クラシッ
ク学科声楽専攻卒業。二期会オペラ研修所修
了。声楽を、小泉惠子、腰越満美、故・マルチ
ェッラ・レアーレ、各氏に師事。歌劇「蝶々夫
人」
「椿姫」
「トスカ」
「トゥーランドット」各タ
イトルロール、「ラ・ボエーム」ミミ、
「イル・
トロヴァトーレ」レオノーラ、
「シモン・ボッカ
ネグラ」アメーリア、「仮面舞踏会」アメーリ
ア、「ファルスタッフ」アリーチェ、「オテロ」
デズデモーナ、
「カルメン」ミカエラ、
「メリー・
ウィドウ」ハンナ、
「ワルキューレ」オルトリン
デ、
「フィガロの結婚」伯爵夫人、
「コジ・ファ
ン・トゥッテ」フィオルディリージ、
「カヴァレ
リア・ルスティカーナ」ローラ、
「修道女アンジ
ェリカ」修練女長等で出演。コンサートやオペ
ラ出演の他、オペラ講座なども行っている。
2022 年 7 月には、ヴェルディ作曲「ドン・カ
ルロ」エリザベッタ役にて出演。
町田シティオペラ協会会員、横浜市民広間演奏
会会員、二期会会員

昭和音楽大学声楽学科卒業。第 8 回東京国際声
楽コンクール第二位、第 24 回日本クラシック音
楽コンクール全国大会第三位。これまでに「カル
メン」カルメン、
「カヴァレリア・ルスティカー
ナ」サントゥッツァ、「アイーダ」アムネリス、
「イル・トロヴァトーレ」アズチェーナ、
「ドン・
カルロ」エボリ公女、
「蝶々夫人」スズキ、
「フィ
ガロの結婚」ケルビーノ、
「友人フリッツ」ベッ
ペ、昭和音楽大学主催『メサイア』アルトソロの
他、数多くのオペラ、コンサートに出演し研鑽を
積む。藤原歌劇団「ラ・トラヴィアータ」フロー
ラにて同団デビュー、また 2022 年 1 月には藤原
歌劇団本公演「イル・トロヴァトーレ」イネスに
て出演。声楽を的場辰朗、後野仁彦の各氏に師
事、フランス音楽を村田健司氏に師事。
はぎの耳鼻咽喉科専属ヴォイストレーナー
町田イタリア歌劇団所属、昭和音楽大学講師
藤原歌劇団正団員

大石 洋史（バリトン）

秋山泰一（テノール）

長崎県出身。昭和音楽大学卒業、同大学院修
了。今村啓子、山田祥雄、折江忠道、G.ロルミ
各氏に師事。日伊声楽コンコルソファイナリ
スト。イタリア声楽コンコルソ金賞・聴衆賞
受賞。全日本彩明ムジカコンコルソ第 1 位。
長江杯国際音楽コンクール最高位。ベートー
ベン｢第九｣、ヘンデル「メサイア」
、フォーレ
「レクイエム」等のソリストを務める他、オ
ペラでは、｢椿姫｣ジェルモン、「リゴレット」
リゴレット、
「蝶々夫人」シャープレス、｢カル
メン｣エスカミーリォ等多数出演。昭和音楽大
学キャンパスオープニング記念公演及び
NISSAY OPERA｢愛の妙薬｣ベルコーレ役、文
化庁人材育成オペラ公演｢魔笛｣パパゲーノ役
でも好評を博す。1stCD アルバム｢Message｣、
2ndCD アルバム「Color」をリリース。
昭和音楽大学講師、長野県小諸高等学校講師
日伊音楽協会会員 藤原歌劇団正団員
日本オペラ協会正会員
おーちゃんブログ
“ちゃおちゃも～れ un’aria di Yoji”
http://ameblo.jp/youjibaritono/

神奈川県出身。声楽を曽我部巨樹氏に師事。'07
年、'09 年「こうもり」フロッシュ、'10 年「不思
議の国のアリス」使用人、'11 年「愛の妙薬」
、'12
年「ジャンニ・スキッキ」ピネリーノ、'14 年 3
月「こうもり」オルロフスキー公爵、8 月「イル・
トロヴァトーレ」ルイス、11 月「アマールと夜
の訪問者」
、12 月横浜みなとみらいホールにてフ
ァーストリサイタルを開催。'15 年 8 月「アイー
ダ」使者、'16 年 8 月「ラ・トラヴィアータ」
、
'20 年「こうもり」アイゼンシュタイン、‘20 年
12 月に豊洲シビックホールにて第 2 回リサイタ
ルを開催。数々のオペラに出演し研鑽を積む。東
京、北海道、静岡、大阪、海外では米国、台湾で
のコンサートや、北見藤女子高等学校、北見男声
合唱団、神奈川大学混声合唱団クール・アンジェ
などの合唱団との共演、都立高等学校でのゲス
トティーチャーを務める他、各地でのボランテ
ィアコンサートを開催。2020 年からアンフィニ
主催のコンサートを展開。
日本声楽家協会正会員
声楽家団体アンフィニ代表
アンフィニ公式サイト
https://www.music-anfini.com/

曽我部巨樹（ピアノ）

山下久幸（作・編曲家、オーボエ）

東京音楽大学音楽教育専攻（ピアノ）卒業。
'13 年ピティナ・ピアノコンペティション全
国決勝大会グランミューズ部門 Ya カテゴリ
ー入選。ピアノを小山泰子、岡藤由希子、声
楽を伊達英二、志村文彦の各氏に師事。
声楽家として「フィガロの結婚」フィガロ、
「ファルスタッフ」フォード、
「ランメルモー
ルのルチア」エンリーコ、
「ドン・ジョヴァン
ニ」マゼット、
「リゴレット」マルッロなどを
演じた。
ピアニストとしては独唱や合唱、オペラの伴
奏のほか、ホテル主催のイベントなどでソロ
演奏を行っている。'17 年 10 月自身初のピア
ノリサイタルを開催。
カサメミュージックスクール講師
（ボーカル・
声楽・ピアノ）神奈川大学混声合唱団クール・
アンジェ指導者兼伴奏者

山梨大学教育人間科学部芸術運営コース卒
業。同大学院教育学研究科教科教育専攻芸術
文化コース修了。作曲を藤原嘉文氏に師事。
東京国際芸術協会主催第 7 回 TIAA 全日本作
曲家コンクールに「亡骸の形をした音楽」(2
台ピアノ)で入選。’13 年に山梨県甲府市にて
「山下久幸作品展」を開催し好評を博す。
代表作に「〈キメラ I〉フルート、クラリネッ
ト、ピアノの為に」
「春と修羅～mental sketch
modified～」
「交響する阿修羅の嘆き～打楽器
８重奏の為に～」
「川は龍と成り、青い三日月
を残す～吹奏楽による大井川の描写～」
「ほし
のはなし」
「此の世界のはじめもこんなであっ
たか」などがある。
オーボエ奏者として焼津市民吹奏楽団団員、
島田交響吹奏楽団、静岡市民バンドコンセー
ル・リベルテに客員出演
音楽工房カネエイ代表

【新型コロナウィルス感染症予防対策について】
新型コロナウィルス感染防止策といたしましてアンフィニでは次の事項をお願い致しておりますので皆様のご協力をお願い致します。
■客席ではマスクをご着用ください。
■ご入場の際は、手指のアルコール消毒と検温にご協力ください。
■高熱や風邪症状がある場合にはご来場をご遠慮ください。
■舞台より客席最前列までを２メートル離し、設置致します。
■出演者は演奏中にマスクは着用致しませんので、少しでも不安を感じる方はご来場をお控えください。
■声援（ブラーボ）はご遠慮ください。代わりに拍手等での応援をよろしくお願い致します。
■最長でも１時間に１回換気のため入場口等を開放させて頂きます。
■万が一感染者が確認できた場合に速やかに保健所に連絡が出来るよう、全てのお客様のご連絡先収集にご協力をお願い致します。
■自主規制としましてホール定員の入場制限をさせていただく場合がございます。（ホームページ等にてお知らせいたします）

フィギュアスケート
2022

名曲コンサート Vol.2

7.30

(土)

18:30 開演(18:15 開場)
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羽生結弦、浅田真央、紀平梨花選手らが使用し
彩
感動を呼んだあの名曲が勢ぞろい！
る
オペラ、映画、ミュージカルの The Legend
『レ・ミゼラブル』から、そしてアニソンまで!! ド
ラ
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マ
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一般 3,000 円
音
学生 1,000 円
楽
ペラ歌手の本気
体感して下さい
ミューザ川崎シンフォニーホール
市民交流室

住
所：神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
アクセス：JR 川崎駅 下車徒歩 3 分、京急川崎駅下車徒歩 8 分
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オペラ『トスカ』より「妙なる調和」
オペラ『トスカ』より「愛の二重唱」
オペラ『トスカ』より「歌に生き、愛に生き」
ミュージカル『オペラ座の怪人』より「The Music Of The Night」
ミュージカル『レ・ミゼラブル』より「夢破れて」
ミュージカル『レ・ミゼラブル』より「民衆の歌」
ミュージカル『回転木馬』より「You'll Never Walk Alone」
映画『タイタニック』より「My Heart Will Go On」
アニメ『美少女戦士セーラームーン』より「乙女ポリシー」
アニメ『アナと雪の女王』より「ありのままで」
ほか
■入場料（全席自由）

ー

【チケット販売】

（Ｐコード：211265）
（未就学児無料） ミューザ川崎シンフォニーホールチケットカウンター
声楽家団体アンフィニ(事務局)

■音楽監督
曽我部巨樹
■ナレーター 榛水 涼（株式会社Ｓ 所属声優）

オ

■主催：声楽家団体アンフィニ（事務局 045-433-5510 / 090-9368-2386）
■後援：川崎市 神奈川新聞社 NPO 法人日本声楽家協会 音楽工房カネエイ

