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武蔵野音楽大学ピアノ科卒業.G むさしの演奏会

コンチェルト ダ サローネ 時言1台 の鐘コンサート

ザ ルーテルホール 八イメスコンサート メロスコン

サートX～ XXこ出演.坂本慶子 宗度祐言 (故 )丸山

徹薫 (故 )コンスタンテイン ガネフ各氏に師事.本し

幌音楽家協議会 八イメス G むさしの各会員 現

在ビアノ講師.

橋本  久 美 Kullli nashin。 1。

佐 藤  千 春 Chiham Sato

中F_ 留美 Runi NalGya

武蔵野音楽大学及び大学院修了.ミュンヘンサ11立

リヒヤルト シユトラウス音楽院 (現ミュンヘン国立

音楽大学)大学院課程をソロ満場一致の満点にて

ディプロマ取得.ミ ュンヘンにてスタインウェイ′ヽウ

ス主催によリリ「lイタル開催.帰 回後第1回 リサイタ

リロこよつ平成15年 度ホt幌市民芸術祭奨励賞受賞.

平成13年オL幌にて第2回 りつイタル開催。平成19年

lL幌 100交響楽団と協演.その他国際芸術連盟主催 t「 コンサートこ多数

出演する僚ら後進の指導に当たる.ソロを坂本慶子 (故 )沼 口元一、石

川哲郎 ジユリア ガネフ (故 )コンスタンテイン ガネフ (故 )エーリッヒ

アンドレ7ス ミヒヤIル  シェーフアー トーマス ペッケラー 室内楽を

クレメンス トル 歌由伴奏をドナルド ズルツェン告氏にlT事.札幌昔

楽家lli議 会 llイ メス 国際芸術連盟専門家会員.東京 目黒区「ムジー

クフロイデ音楽教室J代表 .

中 月I 恵 美 (吉

"    Emi Nま
agawa

北海道教育大学オL幌校特設音楽科卒業.テェロを

上原与四郎 田崎瑞博の各氏にll事 .室 内楽を内田

輝氏 古真四重奏国のメンバーに師5.1997年 テ

ラ弦楽四重奏回を結成.1998年 国際芸術違盟音楽

コンクール室内楽吉F円 2位 (1位なし).1999年 フィン

ランド ナーンタリ音楽祭セミナーに参加 同年より

「ショスタコーヴィテ弦楽四重奏山全山演養会Jシリー

ズを開催する。2005年 開催の蜘 回演姜会により平成17年 度オし幌市民芸

術祭奨励賞を受賞。以降室内楽 カーケストラ等で演貴会活動を展開し

ている.八 イメス アーティスト 沐し幌音楽家協議会 日本シベリウス協会

各会員。

形 国 品子 A■ ko Sugita

坂 本  慶 子

)<E Lj 4Itotz..,t Hiroyo ohlomo

橋 語  や よ い    Ъヽyd Hashallle

北海道教育大学オL幌分校特設音楽科卒業.同校

卒業演奏会出演。ため楽器主催ジュニア コンサー

ト 同サロンコンサート出演.北海道交響楽国と京

エプラザコンサートで協漬.小樽商科大学 OB管 弦

楽国と協漬.メ ロスコンサート |～ XⅥI XX XXlこ 出

演.間 淑子 坂本震子 安丼絆― (故 )■―リッヒ

アンドレアス各氏に:0事 .現在ビアノ請師.

J七 海道教育大学下し幌分校特設音楽科事業 同●卒

業演賽会 出演.メ ロスコンサート |～ 渕,XⅥ～XX

に出演.寅藤千息子

'本
痘子 安丼耕―各氏 [師

事 見在ビアノ請師 女声コーラス画野フリー■専肩伴

貴者.

武蔵野音楽大学ピアノ科卒業.読売新間ti催新

入音楽会出演.ピアノ新大会に所属し ベートーヴェ

ンのタペ (第一生命ホール)こ 出漬.札響定期漬奏

会 新春テレビコンサート IL響特別演奏会 (道内各

地)IL響 サマーフ=ステイパル コンサート コン¬

ルデ等でオt書と協漬 リサイタル、ジョイントリサイタ

ル ショバン協会演奏会 ヴァイオリン 声楽リサイタ

ルの伴秦等 数多くの演奏会に出演.下し幌市民劇場奨励賞受賞.横谷

瑛司 (故 )福キ直俊 (故

'マ

ックス エッガー (故 }豊増昇 安丼計―各

氏に師事.北海道教育大学lL幌 分校 大谷短期大学音楽科講師を経て

ショバン協会北海道支部理事 日本ピアノ教育連盟北海道支部 沐し幌

音楽家協議会 ′ヽイメス Gむきしの各会員.札幌市民芸術祭実行委員。

メロスの会主■。

lL幌 大谷短期大学音楽科ピアノコース卒業 同専 I●

141多 了.1992年 新千歳空港落成記念消要会及び

2003年千歳市市●施行 50周 年記念事業「第九J

の練習ピアニストを務める.19921993年 ドイツ

オー′ヽ一人ウゼン 1994年 フランス エブイアンにて

セミナーに参加 ピアンと室内楽のレッスンを受ける。

十歳を中心にIL幌 北広島 恵庭にて多くの浪奏会

札幌大谷短期大学音楽 1ヽ声 楽コース■業 同●専

攻科 研究 T41多 了.札幌新人演奏全 国演連推薦

新人演
=会

札幌大合短期大学20周 年記念演養

会「メサイアJ勇島国際音楽禁ロビーコンサートll

出演.登別 室面 旭川 下1幌にて リサイタル他

企画出演 オし幌市民芸術禁奨励賞受賞.日 本声楽

コンクール入選.ピ アノを坂本慶子 声楽を阿 lll洋に出演 メロスコンサート‖～XXに 出演。長尾孝志、坂本慶子 (故 )丸山

徹薫 安丼耕―各氏に師事。現在ピアノ譜師.千晟女声合唱団専属指揮

者兼伴姜者.

長内勲 (改 )三 部勲、二部安紀子 石橋克史 ウーヴェ ハイルマン各

氏に師事.,ヽイメスアーテスト |し 幌音楽家協議会各会員.
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