MACH Club Presents

第43
43回
回 2月 14
14日
日

Minami Ａzabu Centre Hall
～作曲家の恋 バレンタインデーに寄せて～
バレンタインデーに寄せて～
ショパン ワルツ第９番
ワルツ第９番 作品６９－１「別れのワルツ」
Chopin Waltz No.9 Op.69-1

毎週木曜日はクラシックコンサート
毎週木曜日はクラシックコンサート

リスト
愛の夢
Liszt L iebestra ume No.3
シューマン 幻想曲 作品１７ 第１楽章
S c h u m a nn F a n t a s y i n C O p . 1 7 . 1 st M o v .

川井綾子 ピアノ
Ayako Kawai piano
4歳よりピアノを始
よりピアノを始める。
める。1986年第
1986年第40
年第40回全日本学生音楽
40回全日本学生音楽コンクール
回全日本学生音楽コンクール（
コンクール（毎日新聞社主催）
毎日新聞社主催）
高校の
高校の部全国第1
部全国第1位、日本放送協会賞を
日本放送協会賞を受賞。
受賞。1991年桐朋学園大学
1991年桐朋学園大学を
年桐朋学園大学を卒業。
卒業。NHK洋楽
NHK洋楽
オーディションに合格
オーディションに合格し
合格し、NHK・
NHK・FMリサイタルに
FMリサイタルに出演
リサイタルに出演。
出演。また、
また、同年桐朋学園大学ソリスト
同年桐朋学園大学ソリスト
オーディションに合格
オーディションに合格し
合格し、同学園「
同学園「創立50
創立50周年記念特別演奏会
50周年記念特別演奏会」
周年記念特別演奏会」にて同大学
にて同大学オーケスト
同大学オーケスト
ラと共演
ラと共演。
共演。1992年渡仏
1992年渡仏。
年渡仏。1994年
1994年パリ・エコールノルマル音楽院
パリ・エコールノルマル音楽院の
音楽院の最高演奏家課程を
最高演奏家課程を首席
で卒業。
卒業。1996年第
1996年第19
年第19回
19回サレルノ国際
サレルノ国際ピアノコンクール
国際ピアノコンクール（
ピアノコンクール（イタリア）
イタリア）で2位入賞（
位入賞（1位なし）。
なし）。
1997年第
1997年第43
年第43回
43回マリア・カナルス国際
マリア・カナルス国際コンクール
国際コンクール（
コンクール（スペイン）
スペイン）で2位入賞（
位入賞（1位なし）、
なし）、併
）、併せて
ローレックス特別賞
ローレックス特別賞を
特別賞を受賞。
受賞。1998年
1998年カントゥー市
カントゥー市（イタリア）
イタリア）における第
における第8回国際ピアノ
回国際ピアノ協
ピアノ協
奏曲コンクールで
奏曲コンクールで2
コンクールで2位入賞。
位入賞。１９９年
１９９年エリザベート王妃国際
エリザベート王妃国際コンクール
王妃国際コンクール（
コンクール（ベルギー）
ベルギー）でセミ
ファイナリスト。
ファイナリスト。
フランス各地
フランス各地でのリサイタルの
各地でのリサイタルの他
でのリサイタルの他、パリ・ショパン協会主催
パリ・ショパン協会主催“
協会主催“フェスティバル・ショパン”
フェスティバル・ショパン”
や“ヴァル・ディゼール音楽祭
ヴァル・ディゼール音楽祭”
音楽祭”にも出演
にも出演。
出演。またイタリア、
またイタリア、ベルギーでもリサイタル、
ベルギーでもリサイタル、コン
チェルトを行
チェルトを行う。日本でも
日本でも、
でも、新星日本交響楽団、
新星日本交響楽団、九州交響楽団、
九州交響楽団、大阪センチュリー
大阪センチュリー交響楽
センチュリー交響楽
団、神奈川フィルハーモニー
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
フィルハーモニー管弦楽団との
管弦楽団との共演
との共演や
共演や自治省の
自治省の外郭団体、（
外郭団体、（財
、（財）地域創造の
地域創造の
主催する
主催する「
する「公共ホール
公共ホール活性化事業
ホール活性化事業」
活性化事業」の登録アーティストとして
登録アーティストとして各地
アーティストとして各地でレクチャー
各地でレクチャー、
でレクチャー、コン
サートを行
サートを行う。2001年秋第
2001年秋第20
年秋第20回横浜市招待国際
20回横浜市招待国際ピアノ
回横浜市招待国際ピアノ演奏会
ピアノ演奏会に
演奏会に出演。
出演。また冬
また冬には園田
には園田
高弘推薦の
高弘推薦の“旬のピアニストシリーズ”
のピアニストシリーズ”第1回演奏者としてリサイタルを
回演奏者としてリサイタルを行
としてリサイタルを行った。ＮＨＫ－Ｆ
った。ＮＨＫ－Ｆ
Ｍ｢名曲
Ｍ｢名曲リサイタル
名曲リサイタル｣、
リサイタル｣、ショパン
｣、ショパン協会例会
ショパン協会例会リサイタルにも
協会例会リサイタルにも出演
リサイタルにも出演。
出演。また2002
また2002年
2002年より、
より、スタイン
ウェイ・ジャパン（
ウェイ・ジャパン（株）による“Young
による“Young Virtuoso Series”のアーティストとして
Series”のアーティストとして、
のアーティストとして、また（
また（社）
全日本ピアノ
全日本ピアノ指導者協会
ピアノ指導者協会（ＰＴＮＡ）
指導者協会（ＰＴＮＡ）の
（ＰＴＮＡ）の審査員、
審査員、アドヴァイザーとして、
アドヴァイザーとして、全国各地でレッスン
全国各地でレッスン、
でレッスン、
コンサートを開催
コンサートを開催している
開催している。
している。リリースしたＣＤ『
リリースしたＣＤ『Fantasy
ＣＤ『Fantasy』、『
Fantasy』、『ウィーンをめぐる
』、『ウィーンをめぐる物語
ウィーンをめぐる物語』
物語』は共に
レコード芸術誌
レコード芸術誌において
芸術誌において準特選盤
において準特選盤に
準特選盤に選ばれる。
ばれる。現在、
現在、チェンバー・ソロイスツKANAGAWA
チェンバー・ソロイスツKANAGAWA
メンバー、
メンバー、フェリス女学院大学音楽学部
フェリス女学院大学音楽学部、
女学院大学音楽学部、愛知県立芸術大学講師。
愛知県立芸術大学講師。

毎週木曜午後１２
毎週木曜午後１２時半から、皆様ご存知のポピュラーな曲を中心に国内はもちろん海外でも活躍するアーティ
１２時半から、皆様ご存知のポピュラーな曲を中心に国内はもちろん海外でも活躍するアーティ
ストが上質なクラシ
ストが上質なクラシック音楽をお届けします。木曜日はいつもとはちがうお昼休みを南麻布セントレホールで。
ラシック音楽をお届けします。木曜日はいつもとはちがうお昼休みを南麻布セントレホールで。
コーヒーサービス付
コーヒーサービス付き。（チケットは周辺レストランのご利用特典付きです♪詳しくは当日のプログラムで♪）

Ｗhy don’t you enjoy ３０ minutes of live ｃｌａｓｓｉｃal ｍｕｓｉｃ ｗｉｔｈ ａ cup ｏｆ ｃｏｆｆｅｅ ｔｏ ｒｅｆｒｅｓｈ ｙｏｕ,
ｂｅｆｏｒｅ ｒｕｓｈｉｎｇ to ｙｏｕｒ busy aｆｔｅｒｎｏｏｎ ｓｃｈｅｄｕｌｅ!
開 催

2月14日
14日（木）１２:30
１２:30～
:30～13:00 （12:00開場
12:00開場)
開場)

ピアノ
入場料
会 場

川井綾子
ワンコイン（
ワンコイン（５００円
５００円）
南麻布セントレホール
南麻布セントレホール

次回予告2/21
次回予告2/21木
2/21木)
浦山純子 ピアノ

Ｃｏｎｃｅｒｔ at: Minami Azabu CentreCentre-Hall
Ｄａｔｅ：
Ｄａｔｅ： . February 14 （thu)
thu)１２：
１２：３０PM
３０PM～１：
PM～１：００ＰＭ
～１：００ＰＭ Ｏｐｅｎ at 12:00pm
Piano : Ayako Kawai
Admission Ｆｅｅ： Ｏｎｅ ｃｏｉｎ （５００ ｙｅｎ）
ｙｅｎ）
Ｓｐｅｃｉａｌ Ｂｏｎｕｓ： Ｃｏｕｐｏｎ ｔｏ ｕｓｅ ａｔ nearby ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ
ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ for discount
and /or other benefits.
予告なく出演者・曲目の変更がある場合がございます。出演者の都合によりやむを得ず延期する場合がございます。何卒ご了承ください。

プロデューサー： 鈴木達也（前スタインウェイジャパン会長） Producer : Peter Suzuki (Former Chairman of Steinway & Sons Japan)
港区南麻布
info_
港区南麻布4
南麻布4-1212-25南麻布セントレ
25南麻布セントレ3
南麻布セントレ3Ｆ 連絡先 0303-57915791-3070 http://www.centrehttp://www.centre-hall.com
info_ｍｆ＠centre
ｍｆ＠centrecentre-hall.com
Ｍｉｎａｍｉ Ａｚａｂｕ Ｃｅｎｔｒｅ Ｂｌｄｇ．3
Ｂｌｄｇ．3Ｆ, 4-1212-25, Ｍｉｎａｍｉ Ａｚａｂｕ,
Ａｚａｂｕ, Ｍｉｎａｔｏ－ｋｕ，Ｔｏｋｙｏ,
Ｍｉｎａｔｏ－ｋｕ，Ｔｏｋｙｏ, Ｐｈｏｎｅ：03
Ｐｈｏｎｅ：0303-57915791-3070

