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国内外で活躍する実力派の音楽家 18 名によるアンサンブル。1986 年フルート奏者金昌国の呼びかけにより結成。
創立より年 4 回の定期演奏会を様 な々形態により開催。国内のみならず、ドイツ、フランス、イタリア、
モンテネグロ、アメリカなどの音楽祭に出演し各地で高い評価を受けている。
第15回日本管打楽器アカデミー賞（特別部門）、第 23 回日本音楽コンクール委員会特別賞受賞。

アンサンブル of トウキョウとは アンサンブルofトウキョウ2023定期演奏会

2023
第146回〜第149回

ヴィオラ
田原綾子
東京音楽コンクール
ルーマニア国際音楽コンクール優勝
ホテルオークラ音楽賞受賞
デトモルト音楽大学に在籍中

ヴィオラ
村田恵子
東京都交響楽団ヴィオラ副首席奏者

チェロ
河野文昭
日本音楽コンクール1位
京都府文化賞など受賞
東京藝術大学教授

ヴァイオリン
吉原葉子
日本室内楽コンクール入賞
マリア・カナルス国際コンクール２位

ヴァイオリン
吉村知子
ティボー・ヴァルガ国際コンクール１位
元新日本フィル第2ヴァイオリン首席奏者

ヴィオラ
大野かおる
東京国際音楽コンクール１位　
ターティス国際コンクール特別賞
東京藝大、東京音大他で後進の指導

ヴァイオリン
佐原敦子
藝大フィルハーモニア管弦楽団団員
ウラルスク国際ヴァイオリンコンクール優勝

ヴァイオリン
戸原直
藝大フィルハーモニア管弦楽団 
コンサートマスター
紀尾井ホール室内管弦楽団メンバー

ヴァイオリン
山田麻実
国際ハイドン室内楽コンクール入賞
ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団団員

コントラバス
渡邉玲雄
バイエルン国立歌劇場
オーケストラアカデミー、
新日本フィル首席奏者を経て
愛知県立芸術大学准教授

チェロ
羽川真介
藝大フィルハーモニア管弦楽団　
首席奏者
洗足学園音楽大学非常勤講師

チェンバロ
大村千秋
第 21回古楽コンクール山梨最高位
桐朋学園芸術短期大学非常勤講師

ソロヴァイオリン
玉井菜採
東京藝術大学教授　
プラハの春国際コンクール１位
バッハ国際コンクール２位（最高位）
シベリウス国際コンクール２位

ソロヴァイオリン
小林美恵
ロン =ティボー国際音楽コンクール１位
ソリストとして国際的に活躍

フルート
村上成美
音楽と美術の融合への活動実践
日本管打楽器コンクール入選　

オーボエ
青山聖樹
NHK交響楽団首席奏者
アンサンブル of トウキョウ代表

ファゴット
フランク・フォルスト
カメラータザルツブルグ首席奏者
リノス・アンサンブル　
ワイマール音楽大学教授

クラリネット 

ローベルト・ボルショス
セルビア出身
ベルグラード音楽コンクール、
ノビサド音楽コンクール優勝
名古屋フィルハーモニー交響楽団首席奏者

https://www.ensembleoftokyo.com/

主催：有限会社オフィスジュピター〒 224-0025 神奈川県横浜市都筑区早渕 3-13-25　

アンサンブルofトウキョウ＠EOTokyo ensembleoftokyo

多彩な才能が交差するボヘミアと作曲家たち
今、この瞬間に強い思いを馳せて

 2月20日 月

ボヘミアが開く音楽の窓、時を超え伝わる情熱の呼吸

東京文化会館 小ホール（上野）

モーツァルトとシューベルト
気鋭のピアニストが放つ旋律と弦楽器のハーモニー

 5月22日 月

優美なる古典派の調べ、確固たる王道の音色

東京文化会館 小ホール（上野）

自らの“奥”へと潜る── バロック音楽、対話の旅

 7月20日 木

バッハと同じ時代を生きた者たちの奏
精神と身体がシンクロするグラウディングの時間

王子ホール（銀座）

象徴的コンチェルト
記憶に刻まれる、耽美な音楽体験

 10月27日 金

オーボエとファゴット、最高密度のオーケストラ

紀尾井ホール（四ツ谷）
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お申し込みとお振込の両方をお願いします。

お申し込みの際は下記をお知らせください。
・お名前（ふりがな）
・ご住所
・携帯番号
・ご希望のチケットの種類と枚数
・ご希望のお席

申込方法

一回券 4,000円 3,500円

一般 学生

定期会員（全３回）
第 146、147、149 回公演

9,000円
（1公演あたり 3,000円）

9,000円
（1公演あたり 3,000円）

定期会員（全４回） 12,000円
（1公演あたり 3,000円）

12,000円
（1公演あたり 3,000円）

チケットの種類

アンサンブル of トウキョウ事務局

郵便 〒224-0025 横浜市都筑区早渕 3-13-25

F A X 045-595-0224
メール ensembleoftokyo＠gmail.com

電話 045-595-0223

申込先

＜他銀行からお振込みの場合＞
店名 019  預金種目 :当座  口座番号 0182313

ゆうちょ銀行　00180-6-182313

みずほ銀行　駒沢支店　普通 1496248　

アンサンブル ofトウキョウ

振込先

 7月20日木 19:00  
王子ホール（銀座）

バッハと同じ時代を生きた者たちの奏
精神と身体がシンクロする
グラウディングの時間

自らの“奥”へと潜る──
バロック音楽、対話の旅

第148回 定期演奏会

 2月20日月 19:00  
東京文化会館 小ホール（上野）

多彩な才能が交差する
ボヘミアと作曲家たち
今、この瞬間に強い思いを馳せて

ボヘミアが開く音楽の窓、
時を超え伝わる情熱の呼吸

第146回 定期演奏会

ホームページ内のオンラインショップからもご購入いただけます。カード決済対応。

オンラインショップ

チケットのご案内
18:00  開場  
18:45  プレトーク  
19:00  開演

［ 全席指定席 ］

シュターミッツ：オーボエ四重奏曲 変ホ長調 Op.8-4 
Ob 青山聖樹　Vn 戸原直　Va 田原綾子　Vc 松本卓以

マルティヌー：二重奏曲「3つのマドリガル」
Vn 小林美恵　Va 田原綾子

クロンマー：クラリネット四重奏曲 変ホ長調 Op.21No.1 
Clローベルト・ボルショス　Vn 戸原直　Va 田原綾子　Vc 松本卓以

ライヒャ：モーツァルトの主題による18の変奏曲と幻想曲 ト長調 Op.51 
Fl 村上成美　Vn 戸原直　Vc 松本卓以

ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第 12 番 ヘ長調 Op.96「アメリカ」
Vn 小林美恵　Vn 戸原直　Va 田原綾子　Vc 松本卓以

小林美恵
ヴァイオリン

戸原直
ヴァイオリン

田原綾子
ヴィオラ

松本卓以
チェロ

村上成美
フルート

青山聖樹
オーボエ

ローベルト・ボルショス
クラリネット

J.S.バッハ：オルガンのためのトリオソナタ 第 2 番 ハ短調 BWV526
Ob 青山聖樹　Fgフランク・フォルスト　Vc 羽川真介　Cemb 大村千秋

C.P.E.バッハ：トリオソナタ ニ短調 Wq145
Vn 玉井菜採　Ob 青山聖樹　Vc 羽川真介　Cemb 大村千秋

G.F.ヘンデル：トリオソナタ へ長調
Ob 青山聖樹  Fgフランク・フォルスト　Vc 羽川真介　Cemb 大村千秋

A.ヴィヴァルディ：ソナタ ハ長調 RV801
Vn 玉井菜採　Ob 青山聖樹　Fgフランク・フォルスト　Vc 羽川真介　Cemb 大村千秋

ほか

玉井菜採
ヴァイオリン

羽川真介
チェロ

大村千秋
チェンバロ

青山聖樹
オーボエ

フランク・フォルスト
ファゴット

 10月27日金 19:00  
紀尾井ホール（四ツ谷）

象徴的コンチェルト
記憶に刻まれる、
耽美な音楽体験

オーボエとファゴット、
最高密度のオーケストラ

第149回 定期演奏会

 5月22日月 19:00  
東京文化会館 小ホール（上野）

モーツァルトとシューベルト
気鋭のピアニストが放つ
旋律と弦楽器のハーモニー

優美なる古典派の調べ、
確固たる王道の音色

第147回 定期演奏会 モーツァルト：セレナーデ 第６番 ニ長調 KV239「セレナータ・ノットゥルナ」
Vn 玉井菜採　Vn 戸原直　Va 大野かおる　Cb 渡邉玲雄

R.シュトラウス：オーボエ協奏曲 ニ長調 AV144 
Ob 青山聖樹

ウェーバー：ファゴット協奏曲 ヘ長調 Op.75 
Fgダーク・イェンセン

ハイドン：協奏交響曲 変ロ長調 Op.84 Hob. I:105 
Vn 玉井菜採　Vc 河野文昭　Ob 青山聖樹　Fgダーク・イェンセン

アンサンブル of トウキョウ（指揮なし）
オーケストラ

ノルウェー生まれ。ノルウェー国立音楽大学、ハノーファー音楽大学にて学ぶ。16歳でベ
ルゲン交響楽団に入団、その後はバンベルグ交響楽団首席奏者、ケルン放送交響楽団首
席奏者、ハノーファー音楽演劇大学教授を歴任。現在、ミュンヘン音楽大学及びノルウェー
音楽アカデミー教授。1984年及び 90年のミュンヘン国際音楽コンクール優勝（１位なし）。
ザビーネマイヤー管楽アンサンブル、サイトウキネンオーケストラ、水戸室内管弦楽団、ルツェ
ルン祝祭管弦楽団での演奏でも知られる世界的奏者。

ファゴット（ゲスト）
ダーク イェンセン

モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲 ト長調 KV423 
Vn 玉井菜採　Va 村田恵子

シューベルト：ピアノ五重奏曲 イ長調「ます」D667
Vn 吉村知子　Va 村田恵子　Vc 河野文昭　Cb 渡邉玲雄　Pf 久末航

モーツァルト：ピアノ四重奏曲 第 2 番 変ホ長調 KV493 
Vn 玉井菜採　Va 大野かおる　Vc 河野文昭 　Pf 久末航

久末航
ピアノ（ゲスト）

玉井菜採
ヴァイオリン

吉村知子
ヴァイオリン

大野かおる
ヴィオラ

村田恵子
ヴィオラ

河野文昭
チェロ

渡邉玲雄
コントラバス

第66回ミュンヘン国際音楽コンクール第 3位及び委嘱作品特別賞、第 7回リヨン国際ピア
ノコンクール第 1位及び聴衆賞、メンデルスゾーン全ドイツ音楽大学コンクール第 1位及び
特別賞受賞。これまでに AUDI音楽フェスティバル、ヴュルツブルグ音楽祭等数々の音楽
祭に客演。バイエルン放送交響楽団、シュトットガルト室内管弦楽団、京都市交響楽団他
と共演。フライブルク音楽大学、パリ国立高等音楽院、ベルリン芸術大学にて研鑽を積む。
ベルリン在住。

ピアノ（ゲスト）
久末航


