
みんなでかなでるハーモニー in 雲南実行委員会
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公益信託しまね文化ファンド助 成／

主 催／

TEL.0854-49-8500　FAX.0854-49-6200

雲南市加茂文化ホール  ラメール
〒699-1105 雲南市加茂町宇治 303 番地

プレミアム公演

10
8
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ぷらす

とは

島根県、島根県教育委員会、雲南市、雲南市教育委員会、奥出雲町教育委員会、飯南町教育委員会、山陰中央新報社、
朝日新聞松江総局、読売新聞松江支局、毎日新聞松江支局、産経新聞社、中国新聞社、島根日日新聞社、
TSKさんいん中央テレビ、BSS山陰放送、日本海テレビ、エフエム山陰、エフエムいずも、雲南夢ネット

2013年から毎年開催している “誰でも気軽に楽しんでいただける”、雲南市を舞台にした音楽祭です。地元演奏家によるクラシックの無料コンサート
“雲南あちこちコンサート”、フィナーレは特別ゲスト水谷川優子さんと地域のみなさんによる“みんなでかなでるハーモニー”公演をお楽しみください。
今年の熱響UNNAN+もご期待ください♪

ピアノ
佐々木京子

チェロ
水谷川優子

お
申
込
み

お
問
い
合
わ
せ

時間／ 12:50 開場　13:30 開演（15:30 終演予定）　
会場／雲南市加茂文化ホール ラメール 【大ホール】

3,000円 1,500円前 売 一 般 高校生以下
（当日3,500 円） （当日2,000 円）

3 才～小学生未満500円

10:00～8月6 日（土）

雲 南　ラメール 0854-49-8500
松 江　島根県民会館チケットコーナー 0852-22-5556
　　　 タカキ楽器店 0852-21-4509
出 雲　ビッグハート出雲 0853-20-2888

入場料〈全席指定〉

チケット販売日

プレイガイド

弦楽器のみんな集まれ !!　
10月8日（土） 公演内にて共演 
 〈リハーサル11:40 ～ 12:10〉

対象：弦楽器 (Vn,Vla,Vc,Cb) を愛好
　　　する小学生～大学生、一般
料金：チケットをご購入ください。
曲目：ヴィヴァルディ／
    　 チェロコンチェルトハ短調
　　　RV401より、第 2楽章･第 3 楽章 ↑お申込はこちら

スペシャル企画

＜350席限定＞

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方およびその介助者は半額。
※車イスの貸し出しを行います。ご希望の方はお申し込みください。

み　や　が　わ　　ゆ　う　こ

※2才以下入場不可

「心和む展示」

9
26
（月） 高橋美穂・芦原充

ヴァイオリンデュオコンサート

三刀屋文化体育館アスパル （大ホール）

時間／10：30 開場　11：00～12：00

時間／ 13：00 開場　13：30～14：30

※詳細はラメールHPをご覧ください。

10
6
（木） アンサンブルフェール

フルートコンサート

雲南市加茂文化ホールラメール（ふれあいホール）

あ こ
ち
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雲南

ンサー ト
無料 赤ちゃんからどうぞ

雲南市加茂文化ホールラメール（ふれあいホール）

開催！

10
6
（木）

10
8
（土）

～

ソーシャル
ディスタンス

公演



プレミアム公演

10
8
（土）

10:30開場　11:00～12:00
会場：三刀屋文化体育館アスパル（大ホール）
共演：社会福祉法人 雲南広域福祉会、
　　  合同会社ローズマリー
※自由席（1000席）：間隔を空けてお座りいただきます。

出展：おらおらサークル
  吾郷江美子とゆかいな仲間たち
 幡屋花木同好会
 小原流たんぽぽ（井上豊節社中）他
会場:ラメール ふれあいホール

日時： 10月6日（木）、 7日（金）10：30～16：30、 8日（土）10：30～16：00

日時： 10月6日（木）13：30～14：30 上記「アンサンブルフェールフルートコンサート」開催
　  　　      7日（金）14：00～14：30 「童謡・唱歌ミニコンサート」
　　　　　8日（土）12：40～13：10 「ラメールマスターズプロジェクト 弦楽合奏ミニコンサート」

「交響楽団の祖」と呼ばれる祖父、近衛秀麿の遺志に
より５歳からチェロを始め、桐朋学園女子高等学校音
楽科卒業、同大学ディプロマコースを経て、ザルツブル
ク・モーツァルテウム音楽院首席卒業、同大学院修士
修了マギスターの称号を得る。同時期にローマのサン
タ・チェチーリア国立アカデミーのソリストコースにて
研鑽を積みながらヨーロッパでの演奏活動を開始。 
第6回東京国際室内楽コンクール優勝、イタリア・カラ
ブリア芸術祭コンクール優勝、ピネローロ国際室内楽
コンクール2位、バロックザール賞など多数受賞。邦楽
などの異分野アーティストとのコラボレーションや、
「Ensemble　Φ」「一山水」「Trio SolLa」のメンバー
としても活動中。現在、日本とドイツに拠点を置いて各
国の音楽祭にソリスト、室内楽奏者として招聘されて
おり、エジプトやヨルダンでもオーケストラと協奏曲
を共演、現地の音楽院での指導も行う。活発なコン
サート活動の傍ら、ライフワークとして少年院、ホスピ
スなどの施設を訪問して演奏を続けている。ラジオや
テレビ出演も多く、2018年にはラジオ番組MUSIC 
B IRD「コンサートイマジンPresents 今トキ! クラ
シック」のパーソナリティを1年間務める。またNHK 
FM「長崎・祈りの音色」が第73回文化庁芸術祭優秀
賞を受賞。最新アルバムは「Black Swan～ヴィラ＝ロ
ボス チェロとピアノ作品集」（2020年）で、NY Public 
Radioで月間ベスト新譜選出。

桐朋学園大学を卒業後、ブリュッセル王立音楽院大
学院課程を首席で修了、パリ国立高等音楽院大学院
課程を修了。スペイン＜Guadamora＞国際コンクー
ルにて第１位。第10回チャイコフスキー国際コンクー
ルにてヴァイオリン部門最優秀共演者賞を受賞。マリ
ア・カナルス国際コンクール第3位、日本室内楽コン
クール入賞など数々の受賞歴がある。東京文化会館や
東京芸術劇場での度重なるリサイタルやオーケストラ
との共演のほか、室内楽奏者としても精力的に活躍中
で、国内外の多くのアーティストと共演している。海外
ではオランダ、ベルギー、スペイン、フランス等でのコ
ンサートに多数出演、国際交流基金を得てポーラン
ド・ワルシャワ・ラボラトリウム国際音楽祭、韓国・大
邸現代音楽祭、ソウル芸術祭中国・広州国際芸術祭
等に招待されている。

佐々木京子

水谷川優子

特別ゲスト

Kyoko Sasaki, Piano

Yuko Miyagawa, Cello

・咳や呼吸困難、味覚障害等の症状のある方、体調のすぐれ
ない方はご来場をお控えください。
・入場に際してはマスクの着用をお願いします。また、入場
後はできるだけ会話をお控え願います。
・事前にお客様のお名前とご連絡先を頂戴します。万一感
染者が発生し、公的機関から要請があった場合にはお客
様の氏名・連絡先を提供することがあります。

12:50開場　13:30開演　（15:30終演予定）
会場 雲南市加茂文化ホール ラメール（大ホール）
料金 全席指定《350席限定》
　　 前売一般3,000円(当日3,500円)、
　　 高校生以下1,500円(当日2,000円)、3才～小学生未満500円

2才以下のお子様のご入場はご遠慮ください。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方およびその介助者は半額。
※車イスの貸し出しをご希望の方はお申し込みください。

※コンサートは、座席に限りがあるため、ラメールにTEL、または上記QRコードからお申込みください。

特別出演

曲目

高橋美穂
(ヴィオラ)

喜久里　誼
(チェロ)

芦原　充
(ヴァイオリン)

石原栄子
(フルート)

本田桂子
(フルート)

寺戸 恵
(フルート)

伊藤智子
(ソプラノ)

佐々木京子
(ピアノ）

水谷川優子
(チェロ）

出　演

共　演（現地参加）

共　演（リモート参加）

合同会社ローズマリー、 雲南広域福祉会、
スペシャルオリンピックス日本・島根

雲南ひまわり福祉会、山楽園

♪熱響スペシャルストリングス
（弦楽器のみんなあつまれ!!応募者）

サン＝サーンス：白鳥
グリーグ：ペールギュント物語（お話と音楽）
バーンスタイン：ウェストサイド物語（お話と音楽） 他

【共演ステージ】
ヴィヴァルディ：チェロコンチェルトハ短調RV401より、第2・3楽章
中村八大：上を向いて歩こう
いずみたく：見上げてごらん夜の星を

サン＝サーンス：白鳥
グリーグ：ペールギュント物語（お話と音楽）
バーンスタイン：ウェストサイド物語（お話と音楽） 他

【共演ステージ】
ヴィヴァルディ：チェロコンチェルトハ短調RV401より、第2・3楽章
中村八大：上を向いて歩こう
いずみたく：見上げてごらん夜の星を

※曲目・曲順は変更になる場合がございます。

高橋美穂・芦原充ヴァイオリンデュオコンサート

高橋美穂：島根大学、雲南市加茂文化ホールラメールマスターズプロジェクトヴァイオ
リン教室・ラメール弦楽合奏団、出雲高校弦楽部にて講師を務める。リサイタル、広島

交響楽団客演などの県内外のオーケストラ、室内楽にて演奏活動を活発に展開中。

芦原充：島根大学、雲南市加茂文化ホールラメールマスターズプロジェクト ラメール弦楽合奏団で後進
の育成にあたる。多くのヴァイオリニストを山陰から輩出し、その指導力には高い評価を得ている。また、
リサイタル、コンチェルトのソリスト、さらにコンサートマスターとして多数の演奏会に出演している。

13:00開場　13:30～14:30
会場：雲南市加茂文化ホール ラメール（ふれあいホール）
共演：社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会、
          障害者支援施設 山楽園（リモート参加）

要申込み：0854－49－8500ラメールにＴＥＬまたは、
グーグルフォーム（ＱＲコード）からお申込みください。

要申込み：0854－49－8500ラメールにＴＥＬまたは、
グーグルフォーム（ＱＲコード）からお申込みください。

プロフィール

2人～9人の編成で活動するフルートアンサンブル。日頃より、メン
バーそれぞれが、演奏や指導活動などを通じてフルート振興に努

めている。演奏を通じてたくさんの出逢いや仲間が「増える(フェール)」ことを願い
ながら、フルートならではの心地よいサウンドを創っている。

『地域のために、ラメールに来られるお客さま
のために・・』、地元で活躍する団体による真心
の展示です。手づくりの温もりが伝わります。
お一人でゆっくり、お子さん・お孫さんと一緒
に、どうぞお出かけください。

プロフィール

9
月26

10
木6

Advisor：金築朋子（音楽療法士）

雲南あちこちコンサート①

展示

無料
ミニコンサート

アンサンブルフェールフルートコンサート

雲南あちこちコンサート②

  熱響UNNANの醍醐味…

心和む展示

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
お客様に以下のことをお願い申し上げます。

プレミアム公演

素敵な展示の中でお楽しみ下さい

～お話とチェロでお贈りする～　ペールギュント物語・ウエストサイド物語

み　や　が　わ　　ゆ　う　こ
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赤ちゃんから
どうぞ!
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