
Bear Fruits

主催 ・ お問合せ ： Promusica Continuo 株式会社
TEL : 090-9031-6543
Mail : promsinc.labo@gmail.com
後援 ： オルケストル・アヴァン＝ギャルド

バロックオーボエ
荒井 豪

バロックヴァイオリン
池田 梨枝子
高岸 卓人

バロックヴィオラ
秋葉 美佳

バロックチェロ
山本 徹

ヴィオローネ（コントラバス）
高本 ショーン 知弥

チェンバロ
圓谷 俊貴

古楽オーケストラ
Promusica Legatus プロムジカ使節団

東京オペラシティ 近江楽堂

昼公演 2021年9月16日 [木]
昼公演 15:00-16:00 （14:30 開場）

夜公演 18:00-19:30 （17:30 開場）

1公演 （全自由席） 　　 3,500円（税込）

昼夜通し券 （全自由席） 　　 6,000円（税込） 

アーカイブ配信視聴チケット  2,000円（税込）
（9/23 0:00〜10/21 23:59）

チケット取扱

https://www.t-showcase.com/categories/3674603

アルカンジェロ・コレッリ　Arcangelo Corell  (1653 – 1713)

　トリオソナタ イ短調 Op.3 No.10
　Trio Sonata in A minor for 2 Violins and Continuo, Op.3 No.10 
 

アントニオ・ヴィヴァルディ　Antonio Lucio Vivaldi  (1678 – 1741)

　トリオソナタ イ長調 Op.1/9 RV75
　Trio Sonata in A major for 2 Violins and Continuo, Op. 1/9 , RV 75
 

フランチェスコ・ジェミニアーニ　Francesco Geminiani  (1687 – 1762)

　チェロソナタ ニ短調 Op.5 No.2
　Cello Sonata in D minor, Op. 5 No. 2 
 

ドメニコ・スカルラッティ　Domenico Scarlatti (1685 - 1757)

　ソナタ イ長調 K.208
　Sonata K. 208 in A Major

　ソナタ イ短調 K.175
　Sonata K. 175 in A minor
 

ヨハン・ゴットリープ・ヤニチュ　Johann Gottlieb Janitsch (1708 – 1762)

　カルテット 変ホ長調 
　オーボエ、二つのヴァイオリンと通奏低音のための Op.2
　Quartett Es-Dur für Oboe, 2 Violinen und Basso continuo, Op. 2

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ　Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788)

　シンフォニア 第5番 ロ短調 Wq.182/5 H.661
　Sinfonia Nr. 5 h-moll, Wq. 182/5, H. 661
 

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ　Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788)

　オーボエ協奏曲 変ホ長調 Wq.165 H.468
　Oboe-Konzert Es-Dur, Wq 165, H. 468
 

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ　Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

　チェンバロ協奏曲 第1番 ニ短調 BWV1052
　Concerto a cembalo concertato, 2 violini, viola e continuo Nr.1 d-moll, BWV 1052

夜公演

プロムジカ使節団　旗揚げ公演　 - 協奏曲 -

東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティ３F
京王新線初台駅東口（オペラシティ方面）出口から徒歩 3分
お車でお越しの場合、地下２階一般駐車場をご利用下さい
（30 分 300 円、最大 2000 円 / ホールでの割引券発行なし）
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チラシデザイン : 橋本彩



Promsucia Legatus 《プロムジカ使節団》
2020年12月に古楽オーケストラ『プロムジカ使節団』発足。主要メンバーには、ヴァイオリン 池田梨枝子、迫間野百合、高岸卓人、チェロ 山本
徹、オーボエ 荒井豪、チェンバロ圓谷俊貴。『令和の黒船』の如く、テクノロジーと古楽を組み合わせる新たな切り口で、国内外の音楽シーンの
活性化を目指すチーム。映像作品制作を通じたアーティストの技能と音楽性の向上、演奏会＋配信ハイブリッドコンサートの形式のさらなる確
立、ファンの方 と々の新たな形での交流など、世界に向けて情報を発信する&社会に貢献していける演奏団体を目指す。

＊ 未就学児のご入場はお断りいたします。
＊ 本公演は新型コロナウイルス感染症対策として、
   定員を制限して販売・開催する可能性がございます。
＊ やむを得ず、曲目・出演者などに変更がある場合がございます。
   あらかじめご了承ください。

主催 ・ お問合せ
Promusica Continuo 株式会社
TEL : 090-9031-6543
Mail : promsinc.labo@gmail.com

子曰、

　學而時習之、不亦説乎、

　　有朋自遠方来、不亦楽乎、

　　　人不知而不慍、不亦君子乎。

学問をして、その学んだことを機会あるごとに復習し練習していけば、その学んだものが真の我が知識となって身につく。それはなんと喜ばしい
ことではあるまいか。また、自分の身がおさまれば自然同志の者もできよう、共鳴者もできよう、そして、それらの人々が遠方からやってくるとせ
ば、これはまた楽しいことではあるまいか。しかし、人生は必ず自分が立派でも、世間が全部これを認めるとは限らない。時にはかえって誤解
し、曲解することもないではない。そのような場合にも、もしその人が分を知り名に安んじて、天をも怨まず人をもとがめず、信ずるところに向かっ
て行動するとすれば、それこそまことに、成徳の君子人といってよかろうと思う。

子曰く、

　学びて時に之れを習う、亦た説ばしからずや。

　　朋遠方より来たるあり、亦た楽しからずや。

　　　人知らずして愠らず、亦た君子ならずや。

チケット取扱

https://www.t-showcase.com/categories/3674603

圓谷 俊貴　（つむらや としき / チェンバロ） 
福島県古殿町出身。Promusica Continuo株式会社 代表取締役・チェンバリスト・ピアニストとして活躍、マルチな異才として注目される演奏家。4
歳よりピアノ、18歳より声楽、20歳よりチェンバロを学ぶ。東京藝術大学音楽学部声楽科、器楽科古楽チェンバロ専攻の両科を卒業するという希
有な経歴を持つ。ソロの活動に加え、アンサンブル、通奏低音奏者としても様 な々公演&古楽オーケストラに参加。アンサンブル室町メンバー、オル
ケストル・アヴァン=ギャルド 理事および通奏低音奏者。また、ピアニスト、コレペティートルとしても評価が高く、様 な々歌手や奏者がその共演者に指
名。第89回日本音楽コンクール声楽部門において、木下賞《共演》を受賞。多くの演奏家から信頼を得ている。

荒井 豪　（あらい ごう / バロックオーボエ）
桐朋学園大学音楽学部を卒業。ブレーメン芸術大学大学
院古楽器科に入学。ベルリン芸術大学大学院古楽器科に
入学、2018年に同大学院を最優秀の成績で卒業。2013年
に渡独したのち、ベルリン古楽アカデミー、ディヴィーノ・ソス
ピーロ、ブダペスト祝祭管弦楽団等、ヨーロッパ各地の主要
なオーケストラと共演。また、2015年からはバッハ・コレギウム・

ジャパンのメンバーとして定期演奏会や、その他のプロジェクト・録音に参加し
ている。2017年6月にはライプツィヒ・バッハ音楽祭にてJ.C.バッハの四重奏曲
集 Op.8を演奏。同時にCovielloCLASSICSより同曲集を世界初録音としてリ
リース。ピリオド楽器、モダン楽器の壁を越えてバロックから近現代まで演奏の
幅を広げている。　ウェブサイト：http://go-arai.com/

池田 梨枝子　（いけだ りえこ / バロックヴァイオリン）
東京音楽大学を経て、同大学院音楽研究科修了。大学卒
業後古楽に傾倒し、東京藝術大学大学院修士課程(バロッ
ク・ヴァイオリン専攻)に進学し修了。 第 30 回国際古楽コン
クール〈山梨〉第2位。オーケストラ・リベラ・クラシカ、バッハ・コ
レギウム・ジャパン、オルケストル・アヴァン=ギャルドなどのオリ
ジナル楽器のオーケストラ、アンサンブルの公演、録音に多数

参加。NHK-FM「古楽の楽しみ」、NHK「名曲アルバムプラス」に出演。2018 
年よりリサイタルシ リーズ『池田梨枝子と Basso Continuo』を行い、好評を博
している。ヴァイオリンを 浦川宜也、山岡耕筰、中島郁子、植田しづか、バロック
ヴァイオリンを若松夏美、桐山建志の各氏に師事。

高岸 卓人 　（たかぎし たくと / バロックヴァイオリン）
滋賀県彦根市出身。東京藝術大学を卒業後、同大学大学
院修士課程、デン・ハーグ王立音楽院を修了。東京藝術大
学卒業時に同声会賞を受賞。平成27年度滋賀県次世代
文化賞を受賞。クフモ室内楽音楽祭、パシフィック・ミュージッ
ク・フェスティバル等に参加。バッハ・コレギウム・ジャパン、オー
ケストラ・リベラ・クラシカ等の公演に出演している。オランダ・

バッハ協会の ‘Young Bach Fellow’ として2019-2020シーズンの公演に参
加。これまでにヴァイオリンを戸澤哲夫、野口千代光の各氏に師事。バロック
ヴァイオリンを若松夏美、寺神戸亮の各氏に師事。横浜シンフォニエッタ、アル
ベリ弦楽四重奏団メンバー。

秋葉 美佳　（あきは みか / バロックヴィオラ）
桐朋女子高等学校音楽科在学中からバロックヴァイオリン
を副科で専攻、桐朋学園大学弦楽器科在学中よりバッハコ
レギウムジャパン等での活動を始め大学卒業後に渡欧。ブ
リュッセル王立音楽院バロック・バイオリン及びバロック・ビオ
ラ科首席修了。在学中ベルギー・フランダース府給費留学

生、文化庁在外研修員に選出。これまでBach Collegium Japan, Ricercar 
consort, La Petite Bande, Il Gardellino, Pygmalion, B'Rock Orchestra, 
Le Banquet Céleste, Les Talens Lyriques他のメンバーとして活動。

山本 徹　（やまもと とおる / バロックチェロ）
東京藝術大学、同大学院古楽専攻、チューリヒ芸術大学
修了。2008年第16回ライプツィヒ国際バッハ・コンクール第2
位、2011年ブルージュ国際古楽コンクール審査員賞、ファン・
ヴァッセナール国際コンクール優勝。バッハ・コレギウム・ジャ
パン、オーケストラ・リベラ・クラシカなど主要な国内外のオリジ
ナル楽器オーケストラのメンバーとして活躍し、オルケストル・

アヴァン=ギャルドでは理事及び首席奏者を務める。東京藝術大学での集中
講義「古楽器概論」、シンガポール国立大学音楽院でのマスタークラス等、後
進の指導とオリジナル楽器の普及にも力を入れている。2006年に第2位受賞
の国際古楽コンクール<山梨>では2017年に審査員を務める。

高本 ショーン 知弥
（たかもと ショーン ともや / ヴィオローネ（コントラバス））
兵庫県出身。12歳でコントラバスを始め、これまで内藤謙
一、南出信一、池松宏、吉田秀、西山真二、石川滋の各氏
に師事。これまでに小澤征爾音楽塾オペラプロジェクトXVll
「カルメン」などに参加し、現在兵庫県立芸術文化センター
管弦楽団レジデントプレイヤー、オルケストル・アヴァン＝ギャル

ドメンバーの他、群馬交響楽団や東京都交響楽団などのプロオーケストラへ
のゲスト首席や客演、吹奏楽団やアマチュアオーケストラの指導など幅広く活
躍している。2020年度、2021年度宗次エンジェル基金/公益社団法人日本演
奏連盟 新進演奏家国内奨学生。兵庫県立西宮高等学校音楽科、東京藝術
大学音楽学部器楽科を経て同大学院音楽研究科に在籍中。

©井村重人


