
石田泰尚
Yasunao Ishida
Violin

阪田宏彰
Hiroaki Sakata
Violoncello

榎戸崇浩
Takahiro Enokido
Viola

執行恒宏
Tsunehiro Shigyo
Violin

※発売開始時間 … ゆめたろうプラザ 9:00 / チケットぴあ 10:00

ゆめたろうプラザ　TEL 0569（74）1211
チケットぴあ　http://t.pia.jp/  [Ｐコード 233-379]　※前売一般のみ（セブンイレブン各店舗でお買い求めいただけます）

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

澄んだ音色と迫力の響きで、クラシックからピアソラ、
映画音楽、ロックまでを自在に弾きこなす。
ヴァイオリン石田泰尚の類を見ない
孤高のプレイスタイルと相まって、
すべての聴衆を魅了する、超硬派弦楽カルテット！！

【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９/１０（日）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 4,000円　ゆめプラメイト 3,500円　U25（25歳以下）1,000円
◇ 当日 ◇  一般・ゆめプラメイト 4,500円　U25（25 歳以下）1,500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 /ゆめたろうプラザ・チケットぴあ にて発売

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・チケットぴあ）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

189 月
日

（月祝）15:00
14:30
開演

開場

2023

September

《演奏予定曲》
ボロディン：
弦楽四重奏曲第２番

ピンクパンサー変奏曲

サンライズ・サンセット
（屋根の上のヴァイオリン弾き）

ピアソラ：
アディオス・ノニーノ

《レッド・ツェッペリン特集》
・カシミール
・天国への階段
ほか
※都合により演奏曲目が変更になる場合があります



YAMATO S.Q. は、 異なる音楽大学の学生として知り合った 4 人によって 1994 年に結成され、 松尾学術財団の特別奨励金 ・ 秋田県大曲市新人音楽祭グラ

ンプリ ・ 大阪国際室内楽コンクール入選など受賞歴を重ねてその活動を開始しました。

JYACMS の第 10 回記念コンサート ・ リゾナーレ音楽祭 ・ NHK-FM リサイタル ・ ニッポン放送公開録音 「新日鉄コンサート」 などの経験を経て、 澄んだ音色と巨

大な響きを持った弦楽四重奏団として個性を確立すると、 世界初録音となる CD 「山田耕筰 室内楽全集」、 幸松肇氏の 「日本民謡全集」 の録音により、 日本音

楽のスペシャリストとして知られるようになります。

近年は近藤和明氏のアレンジを武器に、 膨大なピアソラ作品、 「ピンクパンサー」 「ひまわり」 などの映画音楽など、 ジャンルの壁を取り払う企画を進行中。

中でもジミ ・ ヘンドリクスやレッド ・ ツェッペリンなど、 ロックの王道を取り上げたプログラムは、ヴァイオリン石田泰尚の他に類を見ないプレイスタイルと合致し、 新し

い弦楽四重奏の世界を拓き続けています。

石田泰尚 Yasunao Ishida / Violin

神奈川県出身。 国立音楽大学を首席で卒業、 同時に矢田

部賞受賞。 新星日本交響楽団コンサートマスターを経て、

２００１年より神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ ・ コン

サートマスターに就任。 以来 “神奈川フィルの顔” となり

現在は首席ソロ ・ コンサートマスターとしてその重責を担っ

ている。これまでに神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・

芸術奨励賞を受賞。 幅広いレパートリーを誇り神奈川フィ

ル他各地のオーケストラと協奏曲の演奏やリサイタルを行い

ソリストとしての顔も持つ。

自身がプロデュースした男性奏者のみの弦楽アンサンブル

“石田組”、 新しいスタイルのピアソラを追及した“トリオリベ

榎戸崇浩 Takahiro Enokido / Viola

１９８８年名古屋市立菊里高校音楽科にヴァイオリンで入学。

第４４回全日本学生音楽コンクール名古屋大会第１位。

９２年東京音楽大学特待生としてヴィオラ専攻で入学。

９３年摂津音楽祭リトルカメリアコンクール第３位。

９６年第６６回読売新人演奏会に出演。 関東主要オーケス

トラに客演首席奏者として出演。

９７年に読売日本交響楽団入団、 首席代行を務めた。

現在は、 同団ヴィオラ奏者として、 またアンサンブル奏者、

ドラマ、 CM、 ゲーム等のレコーディング奏者としても活躍

している。

ルタ”、ピアニスト及川浩治の呼びかけで結成されたピアノトリオ “Ｂｅｅ” など、様々なユニッ

トでも独特の輝きを見せる。 結成時から参加するＹＡＭＡＴＯ Ｓ．Ｑ．では２０年以上に渡り

唯一無二のヴァイオリニストとしてグループの方向性を決定づけてきた。 ２０１８年 「音楽の

友」 ４月号 「クラシック音楽ベストテン」 においてソリスト ・ 室内楽など４部門にランクイン

するなど各方面から高く評価されている。 録音も多く２０１６年発売の“石田泰尚／ＬＩＶＥ”、

２０１７年発売の“ALLBRAHMS LIVE”は共にレコード芸術誌上で準特選、 さらに石田

組デビューアルバム“THE 石田組”は特選盤の評価を得た。 ２０１８ 年には石田組が

NHK-FM 「ベストオブクラシック」 およびＢＳプレミアム 「クラシック倶楽部」 で放送され

その熱いステージの模様は大きな反響を呼んだ。

使用楽器は１６９０ 年製 G.Tononi、 1726 年製 M.Goffriller。

公式サイト　http://musiciansparty.jp/artist/ishida/

執行恒宏 Tsunehiro Shigyo / Violin

東京藝術大学付属高校を卒業後、 同大学に入学。

在学中より演奏活動をはじめ、 山形交響楽団第２ヴァイ

オリン首席奏者に就任。 後に同楽団コンサートマスターを

２００６年まで務める。

現在東京ニューシティ管弦楽団コンサートマスターを務め

ると同時に、 国内主要オーケストラのゲストコンサートマス

ターとしても活動している。

東京オペラシティでのリサイタルの他、 各地のオーケストラ

と協奏曲を共演するなどソリストとしても活躍、またＹＡＭＡ

ＴＯ弦楽四重奏団他のメンバーとして室内楽も積極的に取

り組んでいる。

これまでに、 浅川多美子、 鷲見康郎、 澤和樹、 小林健

次の各氏に師事。

阪田宏彰 Hiroaki Sakata 

/Violoncello

国立音楽大学卒業。 YAMATO 弦楽四重奏団代表。

喜多直毅と TANGOPHOBICS メンバーとして

「TANGOPHOBIA」「Concet in MORIOKA」をリリース。

Cello Ensemble 008 代表。

CD 「Cello Ensemble 008 vol.1」 「Cello Ensemble 

008 vol.2」 をリリース。

多くのグループでリーダーを務め、 個性的なメンバーの特

質を生かしたプロデュースを得意とする。

群馬交響楽団、 大阪センチュリー交響楽団、 仙台フィル

ハーモニー管弦楽団、 神奈川フィルハーモニー、 山形交

響楽団、 東京シティフィルハーモニック管弦楽団などの客

演首席奏者を務める。

桜美林大学非常勤講師。

ホームページ 「TUNE THE CELLO!」

http://candi.sakura.ne.jp/

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！

12,500  
1,000
4,500

スペシャル
セット

★

7,500  

2,500
サロン
セット

♥

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


