
 
●会場 秋篠音楽堂ロビー

●入場料 1,000円　
秋篠うたくらぶ会員無
料

●チケット取扱・お問合せ

 秋篠音楽堂　
TEL 0742-35-7070
(10:00～18:00)

●講師 永井 和子 氏

●演奏 秋篠うたくらぶ会員
長谷圭子、三輪千賀、
成田昌代 
ピアノ︓
奥田美菜子、
高橋小牧、高垣節

●主催 秋篠音楽堂運営協議会

●企画制作 秋篠うたくらぶ

 
 

◇ 講師 ◇

 

 永井 和子 氏　（メゾソプラノ）

  東京藝術大学教授。常葉大学短期大学部客員教授。
新国立劇場オペラ研修所長。
二期会会員。日本演奏連盟会員。
 
「フィガロの結婚」ケルビーノ、「チェネレントラ」タイトルロー
ル、「セビリアの理髪師」ロジーナ、「カルメン」タイトルロー
ル、「ヘンゼルとグレーテル」ヘンゼル等歌う中、故ジュゼッペ・
シノーポリに見出され「蝶々夫人」スズキ役に抜擢され、ヨーロッ
パデビュー。以来、スズキ役は持ち役として評価が高く、国内外で
の舞台に於いて熱狂的な成功をおさめている。以後「鹿鳴館」草
乃、「マリアストゥアルダ」エリザベッタ、「竹取物語」媼、など
日本作品も含め広く活躍。
また戦後70年に当たる2015年、「夢を奪われた音楽学徒の作品演奏
会」（東京藝術大学奏楽堂）に於いて村野弘二作曲未完のオペラ≪白
狐≫こるは役を歌い話題となる。
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一方、コンサート歌手として存在も大きく、特筆すべきは團伊玖磨
最後の歌曲作品となった「マレー乙女の歌へる」（全31曲）の初演
である。この初演を見届けて急逝した團伊玖磨の追悼演奏会の上演
（2002年）がＣＤとなる。これに対し2011年度音楽之友社主催
「レコード・アカデミー賞」（声楽部門）を受賞。近年特に日本歌
曲に造詣を深めている。
第19回民音コンクール第1位。
第1回グローバル「東敦子賞」、第15回ジロー・オペラ賞、第2回村
松賞等受賞。
 
 

◇ 演奏 ◇　秋篠うたくらぶ会員

 

 長谷 圭子（ソプラノ）　ピアノ︓奥田 美菜子

  はる（谷川 俊太郎 詩）
しぐれに寄する抒情（佐藤 春夫 詩）
 

 三輪 千賀（ソプラノ）　ピアノ︓高橋 小牧

  「わがうた」より（北山 冬一郎 詩）
　　ひぐらし
　　紫陽花

 成田 昌代（ソプラノ）　ピアノ︓高垣 節

  「五つの断章」より（北原 白秋 詩）
　　野辺
　　舟歌

 
 
 
 

｜秋篠音楽堂｜ 閉じる
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