


4ピ手当~黒区Fクフループ研修会とアエリスホーノルのための募金コンサート 察らを芦之、、

オルガン 宮本 とも子 MIY AMOTO Tomoko フェリス女学院大学音楽学部 演奏学科教授

指揮 土屋広次郎 TSUCHIYA Kojiro フェリス女学院大学音楽学部 演奏学科准教授

ピアノ 立神 粧子 T A TEGAMI Shoko フェリス女学院大学 音楽学部音楽芸術学科教授・学部長

バリトン 星野 聡 HOSHINO Satoshi フェリス女学院大学音楽学部音楽芸術学科教授

ピアノ 堀 由紀子 HORI Yukiko フェリス女学院大学音楽学部演奏学科教授

オルガン 籾垣 佳子 MOMIGAKI Keiko Fグループ中部支部

コーラス フェリスヴォーカルアンサンブル九州 Fグループ九州・山口支部

市菊竹岡 洋子 Fグループ

美枝 りてら

岡 泉 フ工リス白菊会

長 千英子 Fグループ

河固 まゆみ Fグループ

高木洋子 Fグループ

榎田 一与 Fグループ

山崎真利子 Fグループ

守ョ

実吉 さおり Fグループ

橋口 章子 Fグループ

木藤村江 朱由美 りてら
美 Fグループ

卒業生・関係者の皆様

小串 成美 Fグループ

豊島 キヌヨ Fグループ

松本 洋子 Fグループ

三田留美子 Fグループ

安波 裕子 Fグループ

(オールフエリス同窓生)

フェリス女学院大学音楽学部同窓会(Fグループ)は今春、第62回卒業生を迎えました。

短期大学の時代から今に至る卒業生が「フェリスで音楽を学んで、よかった」と思っていることは

何より嬉しいことです。

この度、多くの方々のご、協力をいただきく研修会〉とくフェリスホールの為の募金コンサート〉

を併せて開催できますことに感謝の気持ちで一杯です。後輩たちがこれからもよい環境の中で

学び続けられるよう少しでも力になりたいと願っております。

会費は2，000円ですが、ご遠方その他でお越しになれない方(個人でもグループでも)からも

1口1.000円の募金(何口でも)にご賛問いただければ大変有難く存じます。

収益と募金は音楽学部に寄付し、たします。皆様からのご支援を，心からお待ちしております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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フ工リス女学院大学音楽学部同窓会

Fグループ事務局 f-group@ferris.ac目IP

-z語j日~.司圃

ゅうちょ銀行

TEL/FAX 045-681-6740 
HP : http://f-group-hp.org/ 
毎週木曜日 1O~ 1 7時開室

振替口座番号 00110-4-600482 
加入者名 フ工リス女学院大学音楽学部同窓会

'郵便局備え付けのOから始まる青色払込取扱票をご利用ください。
#通信欄に「会費」または「募金」とお書きください。
骨払込取扱票控え(受領証)をもって領収証とさせていただきます。

Fグループ会長 熊本

フェリスホーJレアクセス
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Profile 
宮本とも子 (みやもとともこ)

東京都出身。ジュリアード音楽院プレカレッジ、聖心女子大学を経てニューインク、ランド‘音楽院及び同大学院オルガン科を優等で卒業。後にオ

ランダ政府給費留学生として、スウ工ーIjンクアムステルダム音楽院に学び、オルガン演奏のソローテ、ィブロマを得る。A パ一二一、林佑子、け

フォーゲル、 L.Fタリアヴィ 二、故K ボルト教授らに師事。1974年以来、オルガンで演奏活動を行芯うとともに、 1980年以来、日本にクラ

ウiィコードを広く紹介している。2004年から2008年まで福井県立音楽堂八一モ二一ホーjレふくいで、オルガ二スト養成講座の講師を務め、

同時にオルガンの普及活動の企画や演奏に携わる。主要録音にはオラン夕、UNIFOXより「オースト八ウゼンJ(1980年)、米国LOFTよりiThe

Organ Works of J. S. BachJ (2003年). 浜松市立楽器博物館より所蔵リンド、ホルムークラヴィコード(1788年作)での「クラヴィコ ドの

世界J(2010年)などがある。同COは「レコード芸術j誌(2010年5月号)器楽部門の特選盤に推薦された。近年、聖書学者の石田友雄氏が主宰

するiJ¥ッ八の森」でJ.S)¥ツJ¥が作品に用いたコラールのテキストを学ぶ。現在、フェリス女学院大学音楽学部及び同大学院音楽研究科教授。

-L............... ~'''"← 一?
~伊F 取土J (たてがみしようこ)
東京霊術大学卒業、ロータリー財団奨学生として渡米。シカゴ大学大学院にて芸術学修士号、南カリフォjレ二ア大学大学院より首席でfピアノ

共演室内楽jの音楽博士号を取得、同時に最優秀音楽家賞受賞。シカゴにてコンチ工ルトーコンペティション優勝。モーツァJレ卜、ベートーヴェン

のコンチェルトを演奏。シ力ゴ響主催のリサイタルに出演。LAでは、コルドフスキー賞(最優秀伴奏家賞)を受賞。マダム-コルドフスキー、 M
力ッツ、Rヴィ二ヨール、Mイセップ、辛島輝治、井上直幸諸氏に師事。92年帰国後は声楽を中心に弦管のリサイタル、室内楽、オペラコ チ

ング等、共演ピアノを専門に活動。ベルリン、ウィーン、ロンドン、シカゴ、モントリオール、バイエルン、フィレンツ工、メトロポリタンなど欧米の主

要オーケストラの首席奏者たち、またME丁、力ナディアン、シ力ゴリリック、 LAシヴィック芯どの歌劇場歌手たちと共演。国内外でリサイタル多

数。2010年医学書院より『前頭葉機能不全その先の戦略J;を出版。行政、病院、医大、新聞社からの講演依頼多数。高次脳機能障害の療法的

治療に関するNY大学方式の神経心理学的アプローチで注目されている。

土屋広次郎 (っちゃこうじろう)

東京霊術大学卒業。同大学院修了。ミラノ留学後は新国立劇場、日生劇場、神奈川県民ホール等で数々のブ口ジ、エク卜に出演。「フィガ口の結

婚」等幅広い役柄に数多く出演。また、多くの小劇場作品にも精力的に出演している。主演した音楽劇「円仁」はNHK*i官合/ワールド1こて自主送さ

れた。「マタイ受難曲」等の宗教曲、「第九」等多岐に渡るコンサ トソリストとしても多数出演。近年ではiEdutainmentJスタイルのリサイタ

ルを各地で行い、ト クを織り交ぜ芯がら声楽の愉しさを分かり易く紹介するコンサ ト活動をしている。COi大切なことjはNHKラジオの

[ユアソング(心!こ残る新しい歌)]として毎日2ヶ月間放送された。東京、神奈川の女声コーラスや、フエリスフラウ工ンコーア、アンサンブル九

州の合唱指導指揮者として各地で幅広い活動もしている、平成 12年度文化庁インターンシップ研修員。フェリス女学院大学音楽学部演奏学

科准教授。横浜音楽文化協会会員。二期会会員。

星野 聡 (1ましのさとし)

国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。卒業後、声楽に転向。二期会オペラスタジオ、東京芸術大学声楽科に学び、東京芸術大学大学院オペ

ラ科修了。‘92年「ドンジ‘ョヴlアン二」のタイトJレロールでオペラテ‘ビτユ一。その後数多くのオペラや演奏会のソリストとして出演。また近年は合

唱曲やオペラの指揮者として活躍の場を広げており、横浜にオペラ団「グランベーネ歌劇団」を立ち上げ、地域の文化発展や若手演奏家の育

成にも尽力している。二期会会員。フ工Ijス女学院大学音楽学部教授。

堀由紀子 (ほりゆきこ)

東京芸術大学附属高校及び同大学を経て、同大学院修士課程を修了。在学中にクロイツアー賞を受賞。同大弦楽科で伴奏助手を務めたのち、

86年に渡欧、88年にスイスで独奏者ディブロムを取得。マリアカナルス国際コンク ルで第3位入賞。通算12年を過したスイスでは、ベルンと

シャフハウゼンの音大やコンセルヴァトワールで教育にも携わりながら、ソリストとして数多くのりサイタルやオーケストラとの協演、また室内楽

やIjートの共演者としても活発な演奏活動を行なう。彼女の欧州での活動の成果は、以下のリサイタル評にも伺える。「この素晴らしいピアニスト

の傑出した強みはその個性的な作品観に基づいた徹底した音楽造形にあり、それは聴き手の心をとらえて離さ芯し¥J(98年3月、Oer Bund紙)

98年春に帰国し、日本での活動を再開。99年冬から02年春にかけてはiJS パッJ¥6つのパルティ タ連続演奏会」シリーズを開催。03年秋

にはドイツ国立プレーメン芸術大学より招かれ、ピアノ公開講座及びリサイタルを行芯った。これまでに、リストの口短調ソナタとラヴ工Jレの「鏡J、
パッJ¥i6つのj¥)レティ タ」のイ也、室内楽や現代作品のCOが出版されている。今年の6月以来、新しい形のシリーズ「堀由紀子の早晩ー遅晩~夜

のひとときクラシック~Jを好評のうちに展開中。フ工リス女学院大学音楽学部及び音楽研究科教授。

籾垣佳子 (もみがきけいと)

福井市出身。フェリス女学院大学音楽学部器楽学科卒業、同ディプ口マコース修了。現在、ハーモ二一ホールふくいオルガ二スト。

2004年5月のiJ ¥ーモ二一ホールふくし¥Jオルガン開き以降、福井県立音楽堂iJ ¥ーモ二一ホ-)レふくし¥Jで開催されるコンサ トや体験教

室でオルガン普及に務める。「国民文化祭ふくし¥.2005Jにてハーブマリンバとともに委嘱作品“響きの糸"(大曽根浩範作曲)を初演。2006

年、ソノスハンドベルアンサンブル(アメリカ)と共演。2008年、 11¥ーモ二一ホールふくし¥Jオルガンメモリアル委嘱作昂 Mオルガンと5本の

サックスのための「天気輸の柱j"(笠松泰洋作曲)を初演。2012年、開館 15周年記念スペシャルガラコンサート!こて“祝典ファンファーレ

「フェニックスj"(笠松泰洋作曲)を初演。その他、立教学院聖パウ口礼拝堂オルガンコンサート、横浜みなとみらいホ ル1ドル・オルガンコン

サー卜、神奈川県民ホーJレプロムナードコンサート等に出演。日本オルガ二スト協会、日本オルガン研究会会員。

林めぐみ (はやしめぐみ)

フェリス女学院短期大学専攻科、研究科を経てフエリス女学院大学テ‘ィブロマコ ス修了。

オルガンを島田麗子、高橋靖子の各氏に師事。

1999年より1年間イギリスパ ミンガム音楽大学・オルガンアカテ、ミーで学13¥。

現在フェリス女学院大学宗教センター勤務、日本基督教団蒔田教会オルガ二スト。

日本オルガン研究会、日本オルガ二スト協会会員。




