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皆様、 ご無沙汰 してお ります。 クライネ・ ′ヽ一モニー・ オーケス トラ 団長の飯 頭です。
旗上げ公演 となつた第 1固 定期濃妻会か ら早 くも数 ヶ月が経ち、2020年 になりました。
今年はオ リンピックイヤーだ と巻では言われてい ますが、私たちプ レイヤーか らすると忘れてはい けない作曲家、ベー トー ヴェンの
メモ リアルイヤー となつています。今年 はプロ 。アマチュア甕‐
係無 く、色 々なオーケス トラが こぞつてベー トー プェンの楽曲を潰奏
す ることで しよう。私たちクライネ・ ハーモニー・ オーケス トウも篠 に漏れずベー トーヴェンのシンフォニー第2番 を演奏 いた します。
それだけではな く、 ソリス トに大澤量紗さんをお迎えし モー ツァル トのビアノ機妻畿第 20番 を演奏 していただ きます。
私たち と大澤 さんが趨 こす化学反応 を、 どうぞお楽 しみに
皆様 と会場でお会 い出来 る事を、演奏者 一 同、心待ちにしてお ります
￨
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田長 領 顕

〜 団長 プロ フィール 〜
飯 頭
1987年 、東京生まれ。 3歳 よリヴァイオ リンを始 める。
私立欄層学朦女子高等学校音楽科 (1舅 女共学)を 経て、桐麗学薗大学音楽学部に入学。大学 4年 次 :こ ヴィオ
ラに転向後卒業 し、爾大学研究科を修孔
クラシックだけに警 まらず、ポップス、 書 ック、和太鼓 との コラボレーシ ョンなど、多彩な活動を展開 して
い る。
これ までにモーッァルテウム音楽騰での夏期セ ミナー、事津国際アカデ ミー、樹圏学圏富山室内楽特別講藤、
′ヽ
イ リゲンベル グ国際アカデ ミー、サイ トウ 。キネ ン若い人のための室内楽勉強会、プロジェクトQ第 4章 〜
第6章 、小澤征爾オーケス トラ・ プロジェクト I等 に参加.
今 までにヴァイオリンを波多野せ い、石井志都子 の両氏に、ヴィオラを紋 。江戸織子、小棒秀子、店稽銀猿
の各氏に、室内楽を漂鼠幸一郎、ギュンター・ ピヒラー、今井信子、毛利伯魏、原田槙夫、東京クブルテッ
トの各氏 に績事。

〜 毅揮者 プロフィール 〜
佐藤 有斗
群馬暴雛1構 寧出身
饗機大学外国議学部英語学科書議率難.
高校入学 と同時 :こ コン トラバスをは じ機、失擁けさみ 購
交響楽理)、 徳轟大蔵 (フ リー奏者)、 管野瞬
彦 (元 東京交響楽聞)の 各氏 に鰤事。
大学在学申に襲議大学管鷲薬麟の学生警簿者 として楽置の定難演妻会を指揮.こ れまでに西脇秀治、大澤鐘
=
の両氏 に師事.ダ グラス・ ボス トック氏による癬
簿 マス タークラスを受譲卜 修了。
―モニー・
演奏会活動だけでな く、オーケス トラの企画から蓬鷲 まで幅広 く携 わ り、現在 :ま ダース・ アィル′ヽ
オーケス トラ代表を務 める借、オーケス トラ主催のフアミリーコンサー ト、吹奏楽演奏会の指揮を担当.
2019年 9月 よりKlane Ha灘 lonお Orc猿 鑢ter i蘊 饗揮者に,競 任。

〜 ソリス トプロフィール 〜
大澤

塁紗

国立音楽大学 ピアノ科、鍵盤楽器ソリス トコースを経て濯大学院音楽研究科馨楽 コース (ピ アノ)を 首席修了。
修了時 に最優秀賞、クロイツァー記念賞を受賞.
在学中、国立音楽大学国内外音楽研疹奨学生及磯 立音楽大学大学擁協定書学生 に選出され、ウィーン国立音
楽大学(オ ース トリア)に 爾学.
2010年 ディヒラーコンクール(オ ース トリア)
20嵐 年第 16豊 エウテルペ国際 コンクール (イ タリア)
脚 15年 第 16置 大阪国際音楽 コンタールなど国曲外の コンクール多数入賞。
これまで にどアノを小佐野美穂、小轟達史、鉾本み どり、横曲幸雄、麗福健太郎、T,ク ロイッベルガ ー、遠藤
意葉、二本書代、花岡千春の各氏に、室肉楽を覇.ア ニルナ ンデス氏に師事.
現在、国立膏薬大学大学朧音楽緩究科博士後爾譲機 にな籍する僣 ら、ソロ・ ア ンサ ンブル ピアニス ト、国際 コ
ンタール公式伴奏者など多方爾での活動をしている。
こども教育宝機銭
秋事学醸高等学校各議‐
顧.

〜 弊団 について 〜
1叡 代‐
、2)攀 代と1学 生・ アマチュアオーケス トラそしてプロオーケス トラで活爾￨し
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きた奏者彙 再び 慧アンサンブル]に 立ち返るべ く、プ爾・ アマ混合で結成 され
たオーケス トラ.
名繭篠 ドイツ議で『さらに小 さいハーモニー」 とい う意味ですが、 ドイツの作曲
家だけでな く、また古典・′=ロ ックだけでな く様 々な国の作曲家 。時代の曲目を
取￨り 上げてい きます。
ま二
人 1人が農身の音に責任を持ち、互 いの プレス
弊難で一番1大 響に してい ること準
を感じられ る環鷺で警楽を楽 しむとい うことです。

