Hiroko Kawai Soprano Recital

川井弘子

ソプラノリサイタル
ピアノ：マールテン・ヒレニウス

piano：Maarten

2017年

10月11日水
18：30 開場 19：00 開演

東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5
（株）
白寿生科学研究所 本社ビル7F
Tel 03-5478-8867

Hillenius

入場料：4,000円〈全席自由〉

＊就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください

後援：オランダ王国大使館

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

千代田線
「代々木公園駅」
1 番出口
または
小田急線
「代々木八幡駅」
南口より
徒歩 5 分

【チケット予約・お問合せ】♪川井弘子リサイタル事務局 E-Mail soma.singing@gmail.com（担当：滝沢） Tel 0466-81-6488（担当：橋本）
♪インターネットチケット予約 http://www.hirokokawai.com/concert.html

Program

Ch.Gounod：

V.Bellini：

Ah! je ris de me voir si belle en ce miroir !

ようこそ皆さん…私にとって今日という日は…私の胸の上に手を置いて

Il était un roi de Thulé…O Dieu! Que de bijoux …

Care compagne...Come per me sereno...

昔トゥーレにひとりの王がいた…なんと美しいこの姿
（宝石の歌）
（歌劇「ファウスト」第3幕より マルガレーテのアリア）

H.Purcell：Sweeter than roses
G.Finzi：O fair to see

バラの花より甘く

C.Guastavino：La rosa y el sauce

サリーガーデン

J.Turina：

R.Strauß：
Nichts

Morgen

１．Dedicatoria 献呈 ＜ピアノソロ＞

あした

Ich schwebe

セレナード
子守歌

Für fünfzehn Pfennige
Schlechtes Wetter

万霊節

悪いお天気

忘れない

４．Los dos miedos

二つの恐怖

≪京都公演≫ 10月 7 日
（土）
15:00開演 バロックザール（公財）
青山財団助成公演
≪東京公演≫ 10月11日
（水）
19:00開演 ハクジュホール
≪岡山公演≫ 10月15日
（日）
14:30開演 岡山県立美術館ホール

Profile
川井 弘子

歌に乗せて、私がお届けしたいのは、
“生きる情熱と希望”です。

Hiroko Kawai / ソプラノ

ドイツ・オランダ・アメリカで学んだリリック・ソプラノ。
倉敷市生まれ。広島大学教育学部音楽科を首席で

今回のプログラムでは―――
日本歌曲は激しい情感を清楚に、
イギリス歌曲は懐かしい思い出を高貴に、
ドイツ歌曲は愛と皮肉を豊かに、
オペラアリアは純粋な恋心を、そして
スペイン歌曲は愛する者への情感を
狂おしいまでに表現しています。

卒業、東京学芸大学大学院修了
（教育学修士）
。ドイツ・

シュトゥットガルト音楽大学とオランダ政府給費留学

生としてユトレヒト王立音楽院に学び、ミュンヘンと

アムステルダムにおいても研鑽を積む。

これまでに永井和子、日比啓子、故・木下武久、ジー

ン・シュタヴスキー、エリー・アーメリング、ルドルフ・
ヤンセン、マリアンネ・ブロックの諸氏に師事。1992

今年も５カ国語を巧みに話す、
オランダ人ピアニストのマールテンさんを
アムステルダムからお迎えして、
６ヶ国語で歌います。

年よりリサイタル活動を倉敷で開始。以来ほぼ毎年、

また2009年からは京都、2010年からは京都と東京で

も同時開催するほか、ウィーンフィル首席クラリネッ

ト奏者の故・E.オッテンザマーやSt.ペテルブルク交響

楽団の首席弦楽奏者たちとの共演、大学女性協会主催

繊細さと力強さ、陰と陽、
相反することの共存……
そんなことを思いながら、
毎日は過ぎていきます。皆さんは
どんな日々を過ごされていますか？
皆さまのご来場をお待ちしています。

の
「女性作曲家を聴く」
など、多数の演奏会に出演。

2001年にはアメリカで、演奏家に≪ボディ・マッピ

ング≫を指導するアンドーヴァー・エジュケーターの

資格を取得。以来、
「音楽家ならだれでも知っておき

たい
『からだ』
のこと」
の講座で全国的に活動。

1990年から2006年まで大学でも教鞭を取り、2015

Maarten Hillenius /ピアノ

アムステルダム生まれのオランダ人。ピアノをアムステルダム王立

音楽院とユトレヒト王立音楽院に学ぶ。在学中から特に声楽伴奏者と

して活躍し、伴奏法をN・リー、I・ゲージ、R・ヤンセンの諸氏に師事。

年4月、初の自著「うまく歌える『からだ』のつかいかた

～ソマティクスから導いた新声楽教本～」が発売され

る。2冊目となる「うまく歌える『からだ』のつかいかた

【実践編】
（
」仮題）
を現在執筆中。

歌うこと、教えること、書くことの3本柱で進化し

ヨーロッパ各地で多数の演奏会を行うと同時に、オランダ・フランス・

ていこうと、毎年「気づき」を求めてヨーロッパにも研

ど多数の著名な歌手のマスタークラスの公式伴奏を務める。CDもリ

しいタイプの声楽家。

スペイン・ポルトガルでテレサ・ベルガンサやイヴォンヌ・ミントンな

リースされ、現在、アムステルダム・センターオペラとネーデルランド・
オペラ・アムステルダム、2001年からロッテルダム王立音楽院でも教
鞭をとっている。今回で13回目の来日である。

出版物
の
ご案内

恋狂い

芸術家くん、ご警戒あれ

Message

マールテン・ヒレニウス

カンタレス

５．Las locas por amor

15ペニヒで

O lieber Künstler, sei ermahnt

２．Nunca olvida...
３．Cantares

心は舞いあがる

Wiegenlied

Allerseelen

いちばん細い髪の毛で

ばらと柳

Poema en forma de canciones カンシォーネス形式による詩曲

何も

Ständchen

中田喜直：ゆく春 / サルビア / 霧と話した
F.Obradors：Dos cantares populares

ああ美しい

B.Britten：Sally Garden

（歌劇
「夢遊病の女」
第1幕より アミーナのアリア）

歌う人すべてが待ち望んでいた声楽教本！すでに７刷！
うまく歌える
『からだ』
のつかいかた
～ソマティクスから導いた新声楽教本～
川井弘子著

発行所：誠信書房

この本をテキストとした講座が各地で開催されています。
【東京】 9/3
（日）
・2018年2/4
（日）10:30-12:30
【大阪】 9/17
（日）
・2018年1/21
（日）13:30-15:30
【倉敷】 9/9
（土）14:00-16:00
＊詳しくは公式Webサイトをご覧ください。

鑽に出かける≪ソマティクス≫からアプローチする新

公式Webサイト

http://www.hirokokawai.com

HIROKO’s
Lesson
Calendar

レッスンカレンダー

2017年4月～2018年3月
B5版
普段使いにも、レッスンのサブノートにも便利なオリジナル・レッスンカレンダー！
第 1 弾でご好評いただいた川井弘子の「歌うヒント」も掲載！

