
■新入会員のための練習のご案内（無料）

■練習日程(予定)

新人練習
　6月13日(土)　13:30～15:30
　6月21日(日)　13:30～15:30
　

結団式　６月７日(日)　13:30～16:00 

第１回　６月20日(土)  18:30～21:00

第２回　６月27日(土)　18:30～21:00

第３回　７月４日(土)　18:30～21:00

第４回　７月11日(土)　18:30～21:00

第５回　７月26日(日)　13:30～16:00

第６回　８月16日(日)　13:30～16:00

第７回　８月29日(土)　18:30～21:00　　

第８回　９月12日(土)　18:30～21:00

第９回　９月19日(土)　18:30～21:00

第10回　10月３日(土)　18:30～21:00　

第11回　10月10日(土)　18:30～21:00

第12回　10月25日(日)　18:30～21:00

第13回　10月31日(土)　18:00～21:00　三ツ橋先生指導日

第14回　11月７日(土)　18:30～21:00

第15回　11月14日(土)　18:00～21:00　三ツ橋先生指導日

第16回　11月29日(日)　13:30～16:00

第17回　12月５日(土)　18:30～21:00

第18回　12月12日(土)　13:30～16:00

第19回　12月18日(金)　18:30～21:00

本　番　12月19日(土)　ゲネプロ　16:00～

　　　　　　　　　　　演奏会　　18:30～

ソプラノ

メゾソプラノ

テノール

バリトン

中丸 三千繪

西川 裕子

井ノ上 了吏

今村 雅彦

※そのほかにもご希望があれば
　随時新入団員のための講座を開設します。

　国立音楽大学卒業。国内外有名コンクール入賞、海外
での演奏活動後1995年帰国。二期会、新国立劇場でのイ
タリアオペラを中心にプリモテノールとして「コシ・ファ
ン・トゥッテ」、「ドン・ジョヴァンニ」、「トスカ」、「サロメ」、
「椿姫」、「ボエーム」等多数出演。2008年にはプッチーニ
生誕150年記念オペラ「三部作」の芸術監督・出演を果た
し好評を博す。また、2013年はヴェルディ生誕200年記念
「椿姫」のアルフレード役、二期会公演「マクベス」のマク
ダフ役で素晴らしい存在感と演奏で聴衆を魅了。国内の
有名オーケストラとの共演も多くベートベン「第九」ヴェ
ルディ「レクイエム」などに出演し好評を得ている。
　また、「ＦＭリサイタル」、「題名のない音楽界21」等マ
スメディアにも度々登場しており伸びのあるリリックな美
声と舞台栄えのする容姿で今後益々の活躍が期待され
ている。
　現在、平成音楽大学客員准教授、東京藝術大学非常勤
講師、国立音楽大学非常勤講師、二期会会員。

　東京都生まれ。東京藝術大学及び同大学院を修了。ウィーン国立音楽大学とキジアーナ音楽院に留学。これまで
に小澤征爾、小林研一郎、G.ジェルメッティ、E.アッツェル、H＝M.シュナイト、湯浅勇治、松尾葉子、高階正光の各氏
に師事。2008年第10回アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクールにて日本人として初めて優勝。2009年より
小澤征爾音楽塾及びサイトウ・キネン・フェスティバル松本にて小澤征爾氏のアシスタントを務めた。2009年４月
の中国公演、2010年12月のカーネギーホール公演にも参加。2011年９月小澤征爾音楽塾北京・上海公演では小
澤征爾氏の代役でベートーヴェン作曲「合唱幻想曲」を指揮、ピーター・ゼルキン氏と共演した。
　2010年第９回アルトゥーロ・トスカニーニ国際指揮者コンクールにて女性初の受賞者として準優勝。併せて聴
衆賞も獲得。2013年第12回齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。これまでに国内の主要オーケストラへ客演するほ
か、ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団、スロヴァキア・フィル、ボルツァーノ・トレント・ハイドンオーケストラなどヨー
ロッパでの定期演奏会にも客演を重ねている。2009年にはNewsweek Japan誌にて「世界が尊敬する日本人100
人」に選出。2011年にはドキュメンタリー番組「情熱大陸」に取り上げられた。現在イタリア・ヴェネツィア在住。

　桐朋学園大学声楽科卒業。同大学研究科修了。
在学中よりニューヨーク・ザルツブルグに留学。1986年、
小澤征爾指揮、R.シュトラウス「エレクトラ」のタイトルロ
ールでデビュー。1988年第3回「ルチアーノ・パヴァロッテ
ィ・コンクール」優勝。ヨーロッパデビューを果たす。第4
回「マリア・カニリア・コンクール」優勝、第27回「フランチ
ェスコ・パオロ・ネリア・コンクール」優勝。1989年『愛の妙
薬』でルチアーノ・パヴァロッティと共演し、アメリカ・デビ
ュー。1990年「マリア・カラス・コンクール」に優勝。
　ミラノ・スカラ座、ローマ、ボローニャ、リヨンをはじめ
とする名門歌劇場に数多く出演。日本国内においてもリ
サイタルやオペラの他、チャリティコンサート等の社会活
動においても高く評価されている。2006年、イタリア文化
への貢献により、“イタリア連帯の星”勲章コメンダトーレ
章がイタリア大統領より授与された。
　現在、桐朋学園大学特任教授、梅光学院客員教授とし
て後進の指導にもあたっている。

　東京・上野生まれ。東京藝術大学音楽学部声楽科卒
業、同大学院音楽研究科（オペラ専攻）修了。1983年、学
内にて安宅賞受賞。芸大「メサイア」にアルト・ソロとして
出演。第54回日本音楽コンクール声楽部門第３位入賞。
1986年、芸大オペラ「フィガロの結婚」のケルビーノ役で
オペラデビュー。第10回ニッカ・カルメンシータ新人賞第
１位入賞。これまでに「コシ・ファン・トウッテ」のドラベッ
ラ、「セヴィリアの理髪師」のロジーナ、「カルメン」のカル
メン役等に出演。1995年、カザルスホールにて初のリサ
イタルを開催。以後音楽の友ホール、東京文化会館小ホ
ール、王子ホールでリサイタルを開催。この他モーツァル
ト「レクイエム」「戴冠ミサ」、ベートーヴェン「第九」「ミサ・
ソレムニス」、マーラー「復活」、ヴェルディ「レクイエム」、
等のソリストとしても活動。
　平成14年度文化庁芸術家在外研修員としてドイツ・フ
ランクフルトに留学。二期会会員。

  東京藝術大学声楽科卒業。二期会オペラスタジオ第30
期修了。（最優秀賞）
文化庁オペラ研修所第６期修了。第32回滝廉太郎記念
音楽祭西日本独唱コンクール第1位。第33回全日本学生
音楽コンクール全国大会第１位。第33回「芸大定期メサ
イア」バリトン・ソリストとしてデビュー。
　第55回日本音楽コンクール第2位、及び木下賞受賞。
昭和61年度文化庁芸術家国内研修員。二期会公演「カル
メン」のダンカイロ役でオペラデビュー。
　文化庁派遣芸術家在外研修員としてミラノ音楽院に留
学。第30回ヴェルディ国際声楽コンクール入選、第2回カ
ティア・リッチャレッリ国際声楽コンクール第1位。
オペラ「夕鶴」の（運ず）では、天皇・皇后両陛下のご臨席
を賜り、モスクワ公演にて高い評価を受けている。
　現在、東京藝術大学講師。聖ヶ丘学園講師。二期会会
員。ひむかオペラの会会長。

出演者プロフィール＆練習日程
指　揮

三ツ橋 敬子
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のべおか 「第九」
SINCE 1986

平成2７年12月19日（土）18時30分開演
延岡総合文化センター　大ホール指　揮

ソプラノ メゾソプラノ テノール バリトン

三ツ橋 敬子

ピアノ ソプラノⅡ テノールⅡ

片野 和紀 後藤 紀子 柳田 啓志

《合唱幻想曲ソリスト》

《第九・合唱幻想曲ソリスト》

●申し込み先

のべおか「第九」を歌う会
  〒882-0852　延岡市東浜砂町611-2
　　　　　　　延岡総合文化センター　内
　TEL:(0982)22-1855 Ｆax:(0982)21-6668

響かせよう！！歓喜の歌を！！延岡に！！

スタッフ

練習ピアニスト
  　　　　土佐田 優子
　　　　  興梠 喜代子
　　　　  佐貫 冴美
　　　　  高橋 あゆみ
　　　　　

名誉会長：首藤 正治
会　　長：今村 愛子

合唱指導
  　　　　柳田 啓志
  　　　　藤本 しづ子
　　　　  後藤 紀子
　　　　  國友 響子
　　　　  
　　　　

● 入会に必要なもの ●

オーケストラ:九州交響楽団
合　唱：のべおか「第九」を歌う会

優秀な指導陣がしっかりバックアップします！！

■入会申込書　　別紙

■会費（練習費含む）

　　年会費　一般：5,000円、学生：2,000円

■演奏会入場券について

　　演奏会運営のため、団員は一般券７枚以上の協力をお願いします。

                                                                             （学生団員は希望枚数）

　　指定席券:4,000円（要予約）、一般券:3,000円、学生券:1,500円　

第30回 のべおか「第九」演奏会

九州唯一のプロオーケストラ「九州交響楽団」の演奏で
ベートーヴェン作曲の「第九」を歌いましょう！！

豪華で贅沢な合唱を楽しみましょう！！
初めての方も大歓迎です！！

初めての女性指揮者、そしてソプラノに中丸三千繪さんを迎えての記念演奏会です  

中丸 三千繪 西川 裕子 井ノ上 了吏 今村 雅彦
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響かせよう！！歓喜の歌を！！延岡に！！

※演奏曲目：ベートヴェン作曲：「合唱幻想曲」
　　　　      ベートヴェン作曲：「交響曲第9番」

参加のお誘い！（合唱団員募集）

第30回 のべおか「第九」演奏会



■新入会員のための練習のご案内（無料）

■練習日程(予定)

新人練習
　6月13日(土)　13:30～15:30
　6月21日(日)　13:30～15:30
　

結団式　６月７日(日)　13:30～16:00 

第１回　６月20日(土)  18:30～21:00

第２回　６月27日(土)　18:30～21:00

第３回　７月４日(土)　18:30～21:00

第４回　７月11日(土)　18:30～21:00

第５回　７月26日(日)　13:30～16:00

第６回　８月16日(日)　13:30～16:00

第７回　８月29日(土)　18:30～21:00　　

第８回　９月12日(土)　18:30～21:00

第９回　９月19日(土)　18:30～21:00

第10回　10月３日(土)　18:30～21:00　

第11回　10月10日(土)　18:30～21:00

第12回　10月25日(日)　18:30～21:00

第13回　10月31日(土)　18:00～21:00　三ツ橋先生指導日

第14回　11月７日(土)　18:30～21:00

第15回　11月14日(土)　18:00～21:00　三ツ橋先生指導日

第16回　11月29日(日)　13:30～16:00

第17回　12月５日(土)　18:30～21:00

第18回　12月12日(土)　13:30～16:00

第19回　12月18日(金)　18:30～21:00

本　番　12月19日(土)　ゲネプロ　16:00～

　　　　　　　　　　　演奏会　　18:30～

ソプラノ

メゾソプラノ

テノール

バリトン

中丸 三千繪

西川 裕子

井ノ上 了吏

今村 雅彦

※そのほかにもご希望があれば
　随時新入団員のための講座を開設します。

　国立音楽大学卒業。国内外有名コンクール入賞、海外
での演奏活動後1995年帰国。二期会、新国立劇場でのイ
タリアオペラを中心にプリモテノールとして「コシ・ファ
ン・トゥッテ」、「ドン・ジョヴァンニ」、「トスカ」、「サロメ」、
「椿姫」、「ボエーム」等多数出演。2008年にはプッチーニ
生誕150年記念オペラ「三部作」の芸術監督・出演を果た
し好評を博す。また、2013年はヴェルディ生誕200年記念
「椿姫」のアルフレード役、二期会公演「マクベス」のマク
ダフ役で素晴らしい存在感と演奏で聴衆を魅了。国内の
有名オーケストラとの共演も多くベートベン「第九」ヴェ
ルディ「レクイエム」などに出演し好評を得ている。
　また、「ＦＭリサイタル」、「題名のない音楽界21」等マ
スメディアにも度々登場しており伸びのあるリリックな美
声と舞台栄えのする容姿で今後益々の活躍が期待され
ている。
　現在、平成音楽大学客員准教授、東京藝術大学非常勤
講師、国立音楽大学非常勤講師、二期会会員。

　東京都生まれ。東京藝術大学及び同大学院を修了。ウィーン国立音楽大学とキジアーナ音楽院に留学。これまで
に小澤征爾、小林研一郎、G.ジェルメッティ、E.アッツェル、H＝M.シュナイト、湯浅勇治、松尾葉子、高階正光の各氏
に師事。2008年第10回アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクールにて日本人として初めて優勝。2009年より
小澤征爾音楽塾及びサイトウ・キネン・フェスティバル松本にて小澤征爾氏のアシスタントを務めた。2009年４月
の中国公演、2010年12月のカーネギーホール公演にも参加。2011年９月小澤征爾音楽塾北京・上海公演では小
澤征爾氏の代役でベートーヴェン作曲「合唱幻想曲」を指揮、ピーター・ゼルキン氏と共演した。
　2010年第９回アルトゥーロ・トスカニーニ国際指揮者コンクールにて女性初の受賞者として準優勝。併せて聴
衆賞も獲得。2013年第12回齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。これまでに国内の主要オーケストラへ客演するほ
か、ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団、スロヴァキア・フィル、ボルツァーノ・トレント・ハイドンオーケストラなどヨー
ロッパでの定期演奏会にも客演を重ねている。2009年にはNewsweek Japan誌にて「世界が尊敬する日本人100
人」に選出。2011年にはドキュメンタリー番組「情熱大陸」に取り上げられた。現在イタリア・ヴェネツィア在住。

　桐朋学園大学声楽科卒業。同大学研究科修了。
在学中よりニューヨーク・ザルツブルグに留学。1986年、
小澤征爾指揮、R.シュトラウス「エレクトラ」のタイトルロ
ールでデビュー。1988年第3回「ルチアーノ・パヴァロッテ
ィ・コンクール」優勝。ヨーロッパデビューを果たす。第4
回「マリア・カニリア・コンクール」優勝、第27回「フランチ
ェスコ・パオロ・ネリア・コンクール」優勝。1989年『愛の妙
薬』でルチアーノ・パヴァロッティと共演し、アメリカ・デビ
ュー。1990年「マリア・カラス・コンクール」に優勝。
　ミラノ・スカラ座、ローマ、ボローニャ、リヨンをはじめ
とする名門歌劇場に数多く出演。日本国内においてもリ
サイタルやオペラの他、チャリティコンサート等の社会活
動においても高く評価されている。2006年、イタリア文化
への貢献により、“イタリア連帯の星”勲章コメンダトーレ
章がイタリア大統領より授与された。
　現在、桐朋学園大学特任教授、梅光学院客員教授とし
て後進の指導にもあたっている。

　東京・上野生まれ。東京藝術大学音楽学部声楽科卒
業、同大学院音楽研究科（オペラ専攻）修了。1983年、学
内にて安宅賞受賞。芸大「メサイア」にアルト・ソロとして
出演。第54回日本音楽コンクール声楽部門第３位入賞。
1986年、芸大オペラ「フィガロの結婚」のケルビーノ役で
オペラデビュー。第10回ニッカ・カルメンシータ新人賞第
１位入賞。これまでに「コシ・ファン・トウッテ」のドラベッ
ラ、「セヴィリアの理髪師」のロジーナ、「カルメン」のカル
メン役等に出演。1995年、カザルスホールにて初のリサ
イタルを開催。以後音楽の友ホール、東京文化会館小ホ
ール、王子ホールでリサイタルを開催。この他モーツァル
ト「レクイエム」「戴冠ミサ」、ベートーヴェン「第九」「ミサ・
ソレムニス」、マーラー「復活」、ヴェルディ「レクイエム」、
等のソリストとしても活動。
　平成14年度文化庁芸術家在外研修員としてドイツ・フ
ランクフルトに留学。二期会会員。

  東京藝術大学声楽科卒業。二期会オペラスタジオ第30
期修了。（最優秀賞）
文化庁オペラ研修所第６期修了。第32回滝廉太郎記念
音楽祭西日本独唱コンクール第1位。第33回全日本学生
音楽コンクール全国大会第１位。第33回「芸大定期メサ
イア」バリトン・ソリストとしてデビュー。
　第55回日本音楽コンクール第2位、及び木下賞受賞。
昭和61年度文化庁芸術家国内研修員。二期会公演「カル
メン」のダンカイロ役でオペラデビュー。
　文化庁派遣芸術家在外研修員としてミラノ音楽院に留
学。第30回ヴェルディ国際声楽コンクール入選、第2回カ
ティア・リッチャレッリ国際声楽コンクール第1位。
オペラ「夕鶴」の（運ず）では、天皇・皇后両陛下のご臨席
を賜り、モスクワ公演にて高い評価を受けている。
　現在、東京藝術大学講師。聖ヶ丘学園講師。二期会会
員。ひむかオペラの会会長。

出演者プロフィール＆練習日程
指　揮

三ツ橋 敬子
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