
2022. 3/19 土

 3/19
14:00~14:50

3/20 日
19:00～ （開場 18:30）

【全席自由】
一般            ：3,000円
高校生以下：2,000円

デビュー 10周年記念
ピアノリサイタル

金沢の編

デビュー 10周年記念
ピアノリサイタル

ショパン：ポロネーズ第 1番、第 5番
：ポロネーズ第 6番 「英雄」、第 7番  「幻想」
           　　　 

主催：木米真理恵ピアノリサイタル実行委員会
共催：いしかわ 金沢 風と緑の楽都音楽祭実行委員会 ／後援：石川県ピアノ協会
mail/ mariekiyonepianorecital@gmail.com TEL.050-3707-1039

楽都音楽祭★スペシャルトーク

音楽祭の見どころ・聴きどころ

いしかわ・金沢 
風と緑の楽都音楽祭実行委員会
Tel. 076-232-8113 (平日10:00-17:00) Tel. 076-232-8632

石川県立音楽堂チケットボックス
窓口 9:00-19:00
電話 10:00-18:00

同 日 開 催

土

Rikono Takeda

Marie Kiyone
石川県立音楽堂交流ホール

金沢の編

木
米
真
理
恵

【全席自由】
一般             ：２,000円
高校生以下：１,000円

主催：石川県ピアノ協会、いしかわ 金沢 風と緑の楽都音楽祭実行委員会

 : ノクターン 第8番 
 : マズルカ 第22番、第 24番、第25番
 : アンダンテスピアナートと
                           華麗なる大ポロネーズ

ショパン

音楽コンクールの最高峰

竹
田
理
琴
乃

竹
田
理
琴
乃16:00～18:00（開場15:30）

金沢市文化ホール 大ホール

いしかわ 金沢 風と緑の楽都音楽祭 2022
「ピアノオーディション合格者」

《ゲスト》
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今年のテーマ
は「ロマン派！」

  × 
作曲家

フェスティバル・アドバイザー
エグゼクティブ・
プロデューサー

山田正幸加羽沢美濃金沢市文化ホール３F大会議室
主催：金沢芸術創造財団、ケィ・シィ・エス／後援：北國新聞社　
協力：いしかわ 金沢 風と緑の楽都音楽祭実行委員会

ー入場無料ー（要事前予約）

ケィ・シィ・エス   076-224-4141(平日10：00～18：00）ご予約・お問い合わせ

ショパンコンクールへの道

金井 千紗 (小1) 
上岸 怜央奈、垣坂 心美 （小４）
国沢 芽依 (中1)  
梶      愛海 (中3)  
寺松 未夢 (大3）
西谷 茉優、山﨑 伸代 （一般）

シューマン

シューベルト

シューベルト

メンデルスゾーン

ブラームス

ブラームス

ユーゲントアルバムより 小曲 、楽しき農夫など
4つのポロネーズ 第4番 
即興曲集 第3番 
幻想曲 スコットランド・ソナタ  第1楽章
3つの間奏曲 
ロシアの思い出より

チケット
販売

お問い
合わせ

《司   会》  加羽沢 美濃

2022. 

※３歳以上入場可

※未就学児入場不可

ほか



ポーランド国立ショパン音楽大学を首席で卒業。京都市立芸術大学大学院修士課程を首席で修了、大学院
市長賞を受賞。全日本学生音楽コンクール全国大会小学校の部、高校の部第1位。第82回日本音楽コンクー
ル第3位。2015年、2021年ショパン国際ピアノコンクール(ポーランド)ディプロマ。第2回いしかわ国際ピ
アノコンクール大学・一般の部金賞、聴衆賞。第28回宝塚ベガ音楽コンクール第1位、兵庫県知事賞、及び
会場審査員特別賞。The 10th ’Youngsters Interpret Chopin’ Competition in Konin (ポーランド)第1位。
The 3rd Coimbra World Piano Competition (ポルトガル) 第3位。12歳で（公財）石川県音楽文化振興事業
団主催による初リサイタル以降、各地でリサイタルを行う他、カワイニューアーティストコンサート、
YAMAHAライジングコンサート、ラ・フォルジュルネ金沢、いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭、宮崎国
際音楽祭等、多数のコンサートに出演。これまでにソリストとしてオーケストラ・アンサンブル金沢、
東京交響楽団、ポーランドクラクフ室内管弦楽団、ベイラス・フィルハーモニック・オーケストラ等と共演。

東京藝術大学大学院在学中に、日本コロムビアからCDデビュー。2017年デ
ビュー20周年を迎えた。作曲家として、室内楽、合唱曲、吹奏楽等多くの委
嘱作品を書いている。ピアニストとしては高嶋ちさ子とのユニット『Chisa 
& Mino』や作曲家の視点からクラシックをわかりやすく解説したレクチャ
ーコンサート等全国で演奏活動を行っている。また活動は「題名のない音
楽会」「名曲リサイタル」「ららら♪クラシック」等の司会をはじめ多数のテ
レビ、ラジオ番組にも出演している。

ショパンコンクールへの道
Rikono Takeda竹田 理琴乃

デビュー 10周年記念ピアノリサイタル 金沢の編

金沢市出身。ポーランド国立ショパン音楽大学、同大学院を首席卒業。イモラ国際ピアノアカデ
ミー(伊)卒業。 全ポーランド・ショパンピアノコンクールにて外国人として唯一の入賞、第4位。
2010年ショパン国際ピアノコンクール出場。国内外のコンクールにて多数優勝。2006年 IMA音
楽賞、2014年北陸新人登竜門コンサート優秀賞。昭和音楽大学非常勤講師。

木米 真理恵

楽都音楽祭★スペシャルトーク

加羽沢 美濃

山田正幸
オーケストラ・アンサンブル金沢（OEK)設立当初から、初代音楽監督岩城宏
之氏を支え、その発展に尽力。積極的な海外公演はもとより、有名レーベル
からのCDリリース、大都市での定期公演などを実現し、日本を代表する室
内オーケストラとしてOEKの知名度を向上させた。また、全国の共同制作オ
ペラのプロデューサーを務め、泉鏡花原作で初のオペラ化となった「瀧の
白糸」など数々の公演を成功させる。平成30年 北國文化賞、令和2年 金沢市
文化賞受賞。現在、「いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭」総合プロデューサー。

いしかわ 金沢 風と緑の楽都音楽祭 2022「ピアノオーディション合格者」
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M a r i e  K i y o n e

Masayuki Yamada

Mino Kabasawa

Kokomi Kakisaka

音楽祭の
見どころ
聴きどころ

金井 千紗 (小1) 
Chisa Kanai

Reona Kamigishi

Mei Kunizawa Mayu Nishitani Nobuyo Yamazaki

Miyu Teramatsu
上岸 怜央奈（小４）        垣坂 心美（小４）

国沢 芽依(中1)  

梶      愛海(中3)  

寺松 未夢(大3）

西谷 茉優（一般）     山﨑 伸代（一般）

Manami Kaji

連弾

連弾

ソロ

ソロ

ソロ

ソロ

音楽コンクールの最高峰


