
第19回
アンサンブル・
フェスティバル

アンサンブル・ミューズ　
　指揮：古谷いづみ
　レスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリア- 第 3 組曲　　

アーテム合奏団　
　指揮：守田千惠子
　モーツァルト：セレナード第 13 番 ト長調 
                          「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 K. 525　

アンサンブル・ビルケ　
　指揮：松井直樹
　バッハ：ブランデンブルク協奏曲 第 3 番 ト長調 BWV1048
　
アンサンブル・ソノリテ　
　指揮：斎藤りえ
　J. シュトラウスⅡ世 : 喜歌劇「こうもり」第 1 幕 序曲
　J. シュトラウスⅠ 世 ：ラデツキー行進曲 Op. 228

宮チェロ　
　指揮：宮田　豊
　モンゴル民謡メドレー
　天国とあまちゃん序曲　

スズキ・メソードの
子どもたちによる

2014

5  1 1 （日）

12:30開場　 13:00開演　　
全席自由　1,000円
国立オリンピック記念青少年総合センター大ホール
主催：アンサンブル・フェスティバル委員会　
　　　スズキ・メソードＯＢ・ＯＧ会　
後援：公益社団法人 才能教育研究会

〈問〉：才能教育研究会 東京事務所
　　　tel.03-3295-0270（月〜金 10:00〜17:00）
　　　info@suzukimethod-obog.com

OB・OG会
第6回コンサート

パッヘルベル：カノン　指揮：金森圭司

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第 4 番 ト長調 Op.58　
　　　　　 　　（弦楽合奏版）　
　　　　　　　　　　  ピアノ独奏：東 誠三　　指揮：金森圭司

菅野よう子：花は咲く（弦楽合奏版）　指揮：金森圭司

全員合奏
鈴木鎮一：キラキラ星変奏曲

Seizo Azuma Keiji Kanamori



1962年生まれ。スズキ・メソードの
片岡ハルコ氏の下でピアノの基礎教育
を受けた後，東京音楽大学付属高校か
ら東京音楽大学へと進む。井口愛子、
野島稔、中島和彦の各氏に師事。1983
年日本音楽コンクール優勝で注目を浴
びた後、フランス政府給費留学生とし
てパリ国立高等音楽院に留学し、J・ル
ヴィエ、J・C・ペヌティエ氏らに師事。
主要オーケストラへの客演、リサイタル活動の他、室内楽にも強い意欲
を示し、東京フィルハーモニー交響楽団コンサートマスターの三浦章宏、
NHK交響楽団首席チェリストの藤森亮一と結成した「ボアヴェール・ト
リオ」での活動をはじめ、多くのトップ・ソリストたちと共演している。
また、2008年9月より、足掛け5年にわたり、ベートーヴェン：ピア
ノ・ソナタ全曲演奏会シリーズを福島県三春町のまほらホールで行なっ
た。そのライブ録音は、レコード芸術誌にていずれも高い評価を受けて
いる。現在は、活発な演奏活動とともに、東京藝術大学、東京音楽大学、
国際スズキ・メソード音楽院で後進の指導も行なっている。

今年は、東誠三さんとのベートーヴェン！です。
　今年も、関東地区のスズキ・メソード指導者有志による「第 19
回アンサンブルフェスティバル」と共催する形で、 6 回目となる

「OB・OG 会コンサート」を 5 月 11 日（日）に開催します。恒例
のゲストには、スズキ・メソード出身のピアニストで、福島県三
春町まほらホールで足掛け 5 年にわたるベートーヴェンのピアノ
ソナタ全曲演奏会を通して、その真摯なアプローチが大きな話題
となった東 誠三さんをお迎えし、ベートーヴェンのピアノ協奏曲
第 4 番をお楽しみいただきます。また、NHK 交響楽団などでヴァ
イオリニストを務めた後、現在は医師として活躍されている OB
の金森圭司さんを、第 4 回に引き続き、指揮者にお迎えします。
　このように、スズキ・メソード OB・OG 会では、「心のふるさと、
キラキラ星」を共有する仲間同士が、楽器の違いや世代の違い、育っ
た地域の違いを越え、楽しく活動を続けています。子どもの頃にタ
イムスリップし、演奏を楽しむ姿は、鈴木鎮一先生の願いの一つ
でもありました。OB・OG の方で、この機会にご一緒に演奏され
たい方、そして観覧ご希望の方、ぜひご連絡ください。詳しくは、
OB・OG 会の HP をご覧ください。

東  誠三
Seizo Azuma

OB・OG会第5回総会（懇親会）をコンサート後に開催します。
日時：2014 年5 月11 日（日）17:00~ 会場：国立オリンピック青少年総合センター
カルチャー棟 2Fレストラン「とき」会費：3,000 円　各種活動報告および懇親の
場とさせていただきます。

国立オリンピック記念青少年総合センター大ホール
（東京都渋谷区代々木神園町3-1）
・小田急線　参宮橋駅下車徒歩約 7 分
・地下鉄千代田線　代々木公園駅 4 番出口徒歩約10分
・京王バス　新宿駅西口（16 番）より 代々木５丁目下車
　　　　　　渋谷駅西口（14 番）より 代々木５丁目下車

★

★スズキ・メソード OB・OG 会へのご入会方法
OB・OG 会 HP から登録フォームを利用して、簡単に登録申込ができます。
会費 3,000 円（年間）のお振込方法は、OB・OG 会 HP にてご案内しております。

★チケットの入手方法
① OB・OG 会 HP からチケット申込フォームで　
② OB・OG 会事務局にメールで（info@suzukimethod-obog.com）
③電話で　tel.03-3295-0270（才能教育研究会 東京事務所 月〜金 10:00〜17:00）
の 3 通りがあります。

http://www.suzukimethod-obog.com/

★スズキ・メソード OB・OG 会の歩み
2010 年 9/22 〜 23  「聖地・松本に楽器を持って集まろう会」開催

5/16
「OB・OG 会創立コンサート」開催
（ゲスト：渡辺玲子さん）、総会開催

11/24 「カルテットを楽しもう会」開催
12/15    「第 16 回世界大会」に協賛金支援

6/10 「全国指導者研究会」でスタート報告 2013 年
9/23 「楽器（楽譜）を持って集まろう会」主催 3/27 〜 31 「世界大会」へ参加、ボランティア支援
12/12 「三重大会 with Yasuko Otani」に賛助出演

3/28 〜 30
「世界大会」参加者が集う場として、「OB・OG 会ラウンジ」

をホテル・ブエナビスタで主催2011 年
3/5 「室内楽を楽しむ会」主催

5/6
「OB・OG 会第 4 回コンサート」開催
（ゲスト：江澤聖子さん）、総会開催5/8

「OB・OG 会第 2 回コンサート」開催
（ゲスト：大谷康子さん）、総会開催 10/5 〜 6 「鈴木鎮一先生生誕 115 年記念コンサート・講演」に参加

7/7 OB・OG 会公式 HP フルモデルチェンジ
11/29

 「OB・OG 会第 5 回コンサート」開催
（ゲスト：渡辺玲子さん、川本嘉子さん）9/17 〜 18 「聖地・松本散策ツアー」開催

10/30 「スズキ・メソード東海大会」を応援 2014 年
2012 年 1/19 「スズキ・メソード コンサート in Kansai」を応援
1/15 「スズキ・メソード関西大会」を応援 2/28 「テン・チルドレンの 50 年記念コンサート」に協賛金支援
3/27 「スズキ・メソード  チャリティーコンサート東京 2012」を応援

5/11
「OB・OG 会第 6 回コンサート」開催
（ゲスト：東 誠三さん）、総会開催5/20

  「OB・OG 会第 3 回コンサート」開催
（ゲスト：宮田 大さん）、総会開催


