
アットホームな雰囲気で、気軽に音楽の生演奏 ハイクオリティな演奏と贅沢な時間をお届けします
Yumepura Salon Concert 2023 vol.1

ゆめたろうプラザ　TEL 0569（74）1211

ゆめプラメイト限定 お得なセットチケット情報は裏面をご覧ください

【主催】 ＮＰＯたけとよ・武豊町教育委員会

チケット取扱
お問合せ

ゆめたろうプラザ（武豊町民会館）TEL0569-74-1211
〒470-2555 愛知県知多郡武豊町大門田 11番地　FAX 0569-74-1227　休館日：月曜日（祝日の場合翌平日）及び年末年始　受付時間： 9:00 ～ 21:00　

https://yumetarou-kaikan.net/

※新型コロナウイルス感染症の影響により、状況が変わる場合があります。最新情報はホームページをご覧ください※

新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力ください。

・ゆめプラメイトチケットは、１会員２枚まで（セットチケット含む）（ヤングメイトは本人分 1枚のみ）
・ゆめプラメイトチケットおよびセットチケット購入時は、会員証の提示をお願いします
・ゆめたろうプラザでの電話申込みは各発売日の翌日から（TEL 0569-74-1211）（代金引換郵便の申込みは４/１５（土）まで）
・U25チケットでご入場のお客様は入場時身分証明書をご提示ください　　　
・車椅子席をご利用の方はチケット購入時にご指定ください（数量、販売期間に限りがあるため、ご案内できない場合がございます）
・未就学児の入場はご遠慮ください

チケット料金 /全席指定

【前売】一般・ゆめプラメイト 2,000円　U25（25歳以下）1,000円
◇ 当日 ◇  一般・ゆめプラメイト 2,300円　U25（25 歳以下）1,200円　＊前売で完売の場合は当日券はございません

チケット発売日

チケット取扱い

第一次発売（ゆめプラメイト限定）2023年 1月 28日（土）
第二次発売（ 　　一 　般　　 ）2023年 2月  4日（土）

全席指定　未就学児入場不可
ゆめたろうプラザ 武豊町民会館 輝きホール

294月
日
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《演奏予定曲》

＜琵琶＞
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美しい日本 四季のメドレー

＜琵琶＆二胡＞

蘇州夜曲

＜琵琶＆ピアノ＞

川の流れのように

＜琵琶＆手鼓＆ピアノ＞

天山の春　　　　　　　　他
※都合により演奏曲目が変更になる場合があります
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～遥かなる中国琵琶の魅　～遥かなる中国琵琶の魅　
透きとおる音色透きとおる音色

中国琵琶・中阮 葉 衛陽

ピアノ 冨田裕三子

中国琵琶 さくら

   Sakura
Clear tone
The faraway charm of the Chinese pipa

   Sakura
Clear tone
The faraway charm of the Chinese pipa



日中友好の架け橋。　想像の枠を超えた優美な音色。

中国の伝統と歴史を受け継ぎ、 ときに優しく、 ときに激しく、

その音色は、 私たちを悠久の大地へと誘い込む。

１９６４年中国杭州市生まれ。 １０歳から叔父について中国琵琶を習う。 １９８８年安徽師範

大学音楽学部琵琶専攻を首席で卒業。 中国のテレビ局で音楽プロデューサーとして勤め

る。 京都教育大学大学院音楽教育専攻修士課程修了。 関西を中心として数多くの 「葉

衛陽中国琵琶リサイタル」 を開催。 繊細なテクニックを駆使して、 古典曲から現代曲まで

幅広く演奏し、 多くの人びとから高い評価を受けている。 弟子のさくらが金賞を受賞した

ことによって、香港国際藝壇より 「園丁奨」 （教授賞） を贈られた。 また、２０１２年７月 「第

1 回遼源国際琵琶文化芸術祭」の琵琶演奏国際コンクール・アマチュア少年の部において、

弟子のさくらが銀賞を受賞し、 「優秀教師賞」 を授与された。ＣＤアルバム 「悠々弦韻」

Ⅰ～Ⅵをリリース。 中国音楽家協会琵琶研究会会員、 京都華僑総会理事、 日本中華文学

芸術家連合会会長、 長城楽団代表。 宇治市在住。

葉衛陽　中国琵琶・中阮
ヨウ エイヨウ

１９９８年４月８日京都生まれ。 ３歳から父葉衛陽に中国琵琶を習い始め、 ２００７

年 （９歳） から演奏活動を開始し、 日中名曲コンサート、 ２００９年 ・ ２０１３年

大阪食博覧会花の舞台、 佐川美術館コンサート、 知恩院ライトアップコンサー

ト、 宇治市紫式部文学賞記念コンサート、 正倉院展フォーラムなどに出演。

２００８年中国四川大地震に際して、 父　葉衛陽と各地でチャリティーコンサート

を開催 ・ 参加した数多くの舞台で演奏経験を積む。 受賞歴は２００７年に北京で

開催された中国中央テレビ局主催の｢２００７ CCTV 中国民族楽器コンクール」

において最年少で銅賞を獲得。 ２００９年第１０回中国音楽コンクールにおいて

金賞と中華人民共和国駐大阪総領事賞、 同年第１０回大阪国際音楽コンクー

ル民俗楽器部門において第２位、 ２００９年１２月第１回香港国際中国器楽コン

クール海外琵琶部門において金賞を受賞。 ボランティア演奏活動によって２０１０

年第１８回鳳凰賞 （宇治鳳凰ロータリークラブ） 受賞。 宇治市ジュニア文化賞を

小学校５年 ・ 中学校２年と高校１年計三回受賞。 ２０１２年７月 「第 1 回遼源国

さくら　中国琵琶

チケット料金（１公演）【全席指定】未就学児入場不可
　＜前売＞ 一般・ゆめプラメイト ￥２，０００／ U25（25歳以下） ￥１，0００
　＜当日＞ 一般・ゆめプラメイト ￥２，３００／ U25（25歳以下） ￥１，2００

チケット発売（ゆめたろうプラザにて取扱い）
　第１次チケット発売（ゆめプラメイト限定）2023.1.28（土）
　第２次チケット発売（　　一  　般　　）2023.2.　4（土）

ゆめプラ サロンコンサート 2023＜全５公演＞ 会場：ゆめたろうプラザ 武豊町民会館 輝きホール
【主催】ＮＰＯたけとよ・武豊町教育委員会

4/29（土祝）15:00開演（14:30開場）
透きとおる音色
　～遥かなる中国琵琶の魅力～

日中友好の架け橋。中国の伝統と歴史を受け継ぐ優美な音色

5/13（土）15:00開演（14:30開場）
情熱のリズム
　～スペインから愛をこめて～
西澤 安澄＜ピアノ＞

国際的に高い評価を受けているスペイン音楽のスペシャリスト

6/24（土）15:00開演（14:30開場）

大人の魅力
　　　～バリトンの世界～
上江 隼人＜バリトン＞／吉岡 佑弥＜ピアノ＞

包みこむような低音の魅力。内に秘めた情熱とオペラの醍醐味

5/27（土）15:00開演（14:30開場）
しなやかに駆けめぐる
　　　～歌うヴァイオリン～
早稲田 桜子＜ヴァイオリン＞／木原 健太郎＜ジャズピアノ＞

音楽の楽しさ満載のヴァイオリンとジャズピアノ

11/23（木祝）15:00開演（14:30開場）
うたいあげる甘い音色
　　　　　～魅惑のオーボエ～
古部 賢一＜オーボエ＞／兼重 稔宏＜ピアノ＞

やわらかく甘いオーボエは、聴く者の心を惹きつけて離さない

イケメンボイス

satoshi kuronuma [aosora]
※お電話による購入は各発売日の翌日から

２０２３年度 先行発売公演　ひと足お先にワクワクをお届け！
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YAMATO String Quartet
2023.9.18 15:00

フリスペル
2023.10.1 15:00

from Sweden

2023.1.28
2023.2.  

ヨウ エイヨウ
さくら＜中国琵琶＞／葉 衛陽＜中国琵琶・中阮＞／冨田 裕三子＜ピアノ＞

ⓒ土居政則

Artist Profile

際琵琶文化芸術祭」 の琵琶演奏国際コンクール・アマチュア少年の部において、 銀賞を受賞し、 ２０１３年宇治市ジュ

ニア文化賞を受賞。 ２０１４年６月第１５回中国音楽コンクールにおいて、 特賞と兵庫県知事賞を受賞。 ８月２２日、

第二回敦煌杯国際琵琶コンクール （北京） で金賞を、 ８月２５日、 第５回中国音楽国際コンクール （杭州） で特等賞

を受賞。 師葉衛陽との「親子中国琵琶の競演」が人気を博している。 CD「美しい日本 四季のうた」・「芽吹きの風」・

２０歳の記念 「中国琵琶さくら （叶桜） 独奏曲集」 発売中。 YouTube 動画作成リリース。　

http://y-tanaka.sunnyday.jp

さくらさんにインタビューしました！

Q1. 日本では、日本琵琶を見たり聞いたり
する機会はあまりありませんが、中国での

琵琶はどのような存在ですか？

A1. とてもメジャーな楽器で、習い事とし
て小さい頃から琵琶に触れる方も多くいま

す。ある地方では街のいたるところで琵琶

を持った子供たちを見かけびっくりしまし

た。

Q2. 中国の曲以外で琵琶で演奏するのに適
した曲はありますか？

A2. なんでも合います！中国琵琶の魅力の
一つは、粒のようにはじける音も、滑らか

に流れる音も、自由自在に奏でられる点で

す。私が好きなのはノスタルジックな雰囲

気が出るジブリ音楽と自分の限界に挑戦す

る速弾き系の曲です。

Q3. 演奏する時に大切にしているポイント
ありますか？

A3. 椅子に座り、一音目を出す前に必ず深
呼吸をします。そして弾き始めたら思考は

やめて、心でメロディを歌いながらあとは

手に任せます。

Q4.YouTubeで色々な曲を演奏されてます
が、普段どんな曲を聴きますか？

A4. 色々なジャンルの曲を広く浅く聞いて
います。HIP-HOP、昭和歌謡、K-POP、アイ

ドルソング、インドネシアの伝統器楽合奏

まで…

Q5.演奏してみたい楽器はありますか？

A5. 中国の民族楽器の箜篌（くご、ハープ
のような楽器）です。中国のテレビで見かけ、

惹かれました。弦楽器に興味がわくのはや

はり性なのかもしれません。

Q6. 師匠であるお父様、葉衛陽さんはどの
ような存在ですか？

A6. 師匠としては、決して妥協を許さず、
厳しくも音楽に対する愛に溢れた、尊敬す

る音楽家です。一方普段は家事をなんでも

こなし、家族に尽くす優しい父です。最近

は数独にハマり、一日何時間も費やすので

母に呆れられています。

Q7.朝ご飯はパン派？ご飯派？

A7. パン派です。無類のパン好きで、かつ
てセンター試験の時には父がメロンパンを

四つ持たせてくれました。


