東京藝術大学 130 周年記念（応援プログラム）

東京藝術大学音楽学部教授

山本正治
クラリネット

退任記念演奏会
Retirement Memorial Concert of Prof. Masaharu YAMAMOTO (Cl)
at Tokyo University of the Arts

曲目

M.レーガー：
《クラリネット五重奏曲》イ長調 Op.146
Max REGER: Klarinettenquintett A-Dur Op.146

E. サティ( 三界秀実編曲 )：
《ジュ・トゥ・ヴ》
Eric SATIE (arr.Hidemi MIKAI) : Je te veux

coba：
《30 人のクラリネット達人のための〜英雄の嘆き》
coba : “Héroïde funèbre” for 30 virtuosi of Clarinet

清水 大輔：
《夢のような庭》

Daisuke SHIMIZU: Welcome to the Imagination World

中村 克己：
《バグパイプ・ファンタジー》
Katsumi NAKAMURA : Bagpipe Fantasy

A.リード：演奏会用序曲《春の猟犬》

Alfred REED : The Hounds of Spring , A Concert Overture for Winds

杉本 竜一 ( 船本孝宏編曲 )：
《ビリーブ》

Ryuichi SUGIMOTO (arr.Takahiro FUNAMOTO) : BELIEVE

出演者
Cl 山本 正治

磯部 周平 伊藤 圭 澤村 康恵 十亀 正司 三界 秀実
Fl

高木 綾子 佐久間 由美子

Ob 小畑 善昭 古部 賢一

Fg 岡崎 耕治

河村 幹子

Hr 山本 真

Vn 松原 勝也

山﨑 貴子

Va 川﨑 和憲

Vc 山崎 伸子

ザ・クラリネット・アンサンブル
山本正治退任記念ウィンドオーケストラ
東京藝術大学音楽学部器楽科クラリネット専攻学生・卒業生
東京藝術大学音楽学部器楽科管打楽専攻学生
※曲目・出演者等は都合により変更となる場合がありますので、ご了承ください。
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2018年

3 月 21 日（ 水・祝 ）
14:00開演（13:30開場）

東京藝術大学奏楽堂［大学構内］

入場無料 （往復はがき・メールによる事前申込制
※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮いただいております。

主催：東京藝術大学音楽学部、東京藝術大学演奏藝術センター
山本正治退任記念演奏会実行委員会
共催：東京藝術大学音楽学部同声会

＊チラシ裏面参照）

山本正治
退任記念演奏会

山本 正治 （クラリネット） Masaharu YAMAMOTO（Clarinet）
東京藝術大学音楽学部在学中の1972年毎日音楽コンクール(現・日本音楽
コンクール)第1位。
安宅賞を得て卒業後、デトモルト北西ドイツ音楽アカ

1975-1982年ライン・ドイツ･オペラ
デミー（現・デトモルト音楽大学）に学ぶ。
首席クラリネット奏者。1976年コルマール国際室内楽コンクール木管トリオ
部門第2位受賞。1980年デュッセルドルフ市より「カンマームジカー」の
称 号 を 受 け る 。帰 国 後 よ り 武 蔵 野 音 楽 大 学 で 教 鞭 を と る 傍 ら 、
1990-2007年 新日本フィルハーモニー交響楽団首席客演クラリネット
奏者。東京藝術大学音楽学部教授、演奏藝術センター長。一般社団法人
日本クラリネット協会会長。
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お申し込み方法
下記の要領で往復はがき、または E-mail にてお申し込みください（１名様につき 1 枚 /1 通）
。
往復はがきのお申し込み

返信用

往信用
110-8714

62

返信用

62

①郵便番号とご住所

東京都台東区上野公園 12-8

東京藝術大学
音楽学部管打楽研究室

※返信側には何も

※送り先

記入しないでください

（お申込者のご住所）を

②お名前（ふりがな）
③お電話番号
（ご連絡の取れる番号）

ご記入ください

「山本正治退任記念
演奏会」係

メールでのお申し込み : ①メールアドレス

往信用

②お名前 ③お電話番号（ご連絡の取れる番号）をご明記のうえ、

山本正治退任記念演奏会実行委員会 masaharu.celebration2017@gmail.com 宛にご送信ください。
お申し込み締切日 : 2018 年 2 月 ９ 日（金）（当日消印有効）
返信ハガキ/メール発送予定： 2018 年２月 16 日（金） ＊応募多数の場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。
【お問い合わせ】東京藝術大学音楽学部管打楽研究室 050-5525-2339 東京藝術大学演奏藝術センター 050-5525-2300
山本正治退任記念演奏会実行委員会 masaharu.celebration2017@gmail.com

メール送信用 QR コード

東京藝術大学奏楽堂 ［大学構内］
〒110- 8714

東京都台東区上野公園 12- 8

交通のご案内
■JR 上野駅 ( 公園口 )・鶯谷駅 ( 南口 )、東京メトロ千代田線根津駅 より 徒歩 10 分
■京成線京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅 より 徒歩 15 分
■台東区循環バス「東西めぐりん」
2

上野駅・上野公園 から ( 東京芸術大学経由 ) ⇒ 5-1 東京芸術大学下車［ 30 分間隔 ］

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
デザイン：植村真（演奏藝術センター教育研究助手）

