
I」 a.Musica.([〕 c)llana
Baroque Concerto Festival Vol.6

東京公演 2019年 8月 23日 (金)

真夏恒例の定期公演 !バロックヴァイオリンやバロツクチエロ

チェンバロやリユー トなど、オリジナル楽器のサウンドで

イタリアン・バロックの世界をお楽しみいただけます。

19:00開 演 /18:30開 場

▼ 会場  :五反田文化センター 音楽ホール

▼ チケット:前売 一般 ¥4,000 学生 ¥3,000

当日 一般 ¥4,500 学生 ¥3,500

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detaiU0 1 6vkj 1 05 3myy.htm}

福岡公演 2019年 8月 26日 (月 )

19:00開演 /18:30開場
▼ 会場  :福岡市健康づくリサポートセンター

あいれふホール

▼ チケット:前売 一般 ¥4,000 学生 ¥3,000

当日 一般 ¥4,500 学生 ¥3,500

https ://passmarket.yahoo.co.jp/event/shoddetaiV0 1 6u4x1 053phx.html
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2019年 1)月 3日 (火)

19:00開演 /18:30開場

五反田文化センター音楽ホール

丸山詔、待望のソロリサイタル。

lStソ ロm)「Con ar醜o」 で演奏

された、独奏ヴァイオリンと通奏

低音のためのイタリアン・バロックのソナタ作品を中心とした、ヴア

イオリン、チエロ、チエンバロのオリジナル楽器によるプログラム。

La Musica Collana
Classical Concerto Series Vol.1
-オ リジナル楽器による古典協奏山の祭典―

2019年 11()′月 1.81ョ (1金)

19:00開演 /18:30開場

五反田文化センター 音楽ホール

La Musica Col狙 a、 初の試み。ハイドン

やモーツァルトなど古典派の協奏曲作品

をターゲットにしたコンサート。

ソリストIJ‖口成彦、丸山音日、

島根朋史の 3人。
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―オリジナル楽器が紡ぎ出す

古典派の調ベー
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19:00開演 /18:30開場

1豊洲シビツクセンターホール

待望の第 2回公演、開催 !

川回成彦、丸山詔、島根朋史の

が 3人が送る古典派・室内楽作品の数々。

Produced by La Musica Collana & Sho Maruyama, Designed by Tomofumi Shimane
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ICO凛麺||》 ●イタリア議で首飾りを意味し、
ら|にtというないが込められています。
ヴデルデイの「冬」やA:‐ iレッリの

リス ト

位受賞

驚

加19年は、第6回目を迎えるイタリ
'ア

ン・

|には、丸山部1首席チ■リスト,島根調車、
の川日成彦を迎えます。

また本公演ゾリスト3人は1昨年大好評いただいたな五6Aときあ桑

'歯

公績も催しま手:
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川口成彦 Naruhiko Kawaguch

フォルテピアノ

1989年に着手県盛岡市で生まれ、横浜で育つ。

第 1回 ショパン国際ピリオド楽器コンタール

第12位 (2018)、 ブルージュ国際古楽コンクール
フオルテビアノ部門最高位 (2016)、 第1回ローマ

フォルチピアノ国際コンクール優藤 (2013)。

フィレンツエ五月音楽祭をはじめ欧州の音楽祭
にも出演を重ねるもCDは ドゥシ宇クの作品集
(BRILLIm蔭℃LASSICS)、 シ=べ 永ムの作品集
価昭a ubeぬ、||レコード芸術特選盤||)t‐ |'母酵や罐..1.__

の『2台のピアノと打楽器のため0ンナタ』を ‐

リリース。|また2o19年 3月 鉛日には,CD『ゴヤ
の生きたスペ1鰈磋条||||'!|11螂 1奮奉|す

な

東京藝術
クラシック」

「古楽アンサ

「リタ ・ グル

イオリ ソ リス トや、

リリース。affёtto」

島根朋史 Tomofumi Sttme
チェロ/ヴィオラ・ダ・ガンバ

現代のチェロtバロックから19世紀のヒストリ
カル・チェロ|ヴ イオラ |グ・ガンバを操る三刀

流奏者。18～ 19世紀の読譜法・奏法の研究者。

パリのスービズ邸、東京文化会館でソロ
`‐
リサ

イタル開催。Nlkら らら♪クラシックに出演しt

古楽演奏についての解説者も務めた。La Musica

Collana首席奏者。また、オーケストラ。リベラ。

クラシカ、レ。ボレアード、古楽アンサンブル
コントラポント、各メンバー。日本弦楽指導者

協会 正会員。2019年 5月、チェロとヴィオラ・

ダ 。ガンバの無伴奏作品を集めた lstソ コCD
「Les Monologues」 リリース予定。

ゝ

‐ヽ

◆チケツト割引情報 ◆
20■9年内に催されるLa MusiOII仇■maグル■プによる東京公演

=

①
‐ 8月 23日 【LMC‐ Baroque Concerto Festivil Vd.6】

② 9月 3日 【丸山詔‐バロック・ヴァイオリンリサイタル】

③ 10月 18日 【LMC― IClassical.concertO series vO■ 1】

この 3公演はシリ■ズ公演として、特別割引の通しチケットの販売

がございまする

2公演通しチケツト (① +② /①十③ /②+③)|は |¥500割引

3公演通しチケット (① +②l+③)は ¥1,000割 引になりますら

※例:‐般チケツト①+② ■定価¥8,000→ 割引後¥7;500

通しチケツトも含め、La Musica C01lanaグ ループのチケットは

Yah6o!パスマ‐ケット内のチケット|ベージにて販売されています。

(本チラシ表面にあります QRコードを読み取りいただくか、Google

などで検索ください)チケット||その他、お問い合わせは Offitial

Web Siteよ りご連絡いただくか下記連絡先へご一報くださ|いる

メ‐リレ:ア |ド レス|:‐ la:musicaocoll五 ni@gmぶ Lcom

古楽オニケストラLa Musica∽ L轟 メンバニ‐覧や
コンサ■卜情報は0範1111W¨ Site‐

(【LMёl苦痢 で検索1)
http:渦amuSiCaC011111`wlll■ 21coュ

でご覧いただけます:


