
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自泉フレッシュプレミアムコンサート 
未来へ ～ここから～ 

平成 19 年度より岸和田文化事業協会では、音楽を学びプ
ロフェッショナルとして歩み始めた新人演奏家に、演奏の
場と技術を磨く機会を提供し、併せて会員や一般市民に親
しみやすいコンサート鑑賞の機会を提供する場として年に
5 回程度、自泉フレッシュコンサートを開催しています。 
自泉フレッシュコンサートの総まとめとして、今回は令和
3・4 年度の出演者の中から優秀な方を推薦し、お披露目を
いたします。さらに最優秀賞・優秀賞（若干名）者も選出
いたします。 

佐々 由佳里 (神戸女学院大学音楽学部音楽学科教授・学生主事) 

田中 勉     (大阪音楽大学声楽 教授) 

木下 千代   (兵庫教育大学名誉教授、大阪教育大学非常勤講師)  

【審 査 員】 

髙木 真実子 ピアノ 

久保 侑可 クラリネット 

竹ヶ鼻 智絵  ピアノ 

永田 雅子 ソプラノ 

蘭サクソフォンカルテット 

安江 陽奈子 ソプラノ 

佐々木 真衣 ソプラノ 

大槻 夏子 ピアノ 

浦部 晏未 ピアノ 
中地 莉子 ピアノ 

新型コロナウイルス感染拡大

防止にご協力ください。 

2023/3/12(日) 

開演 14：00～ 

岸和田市立文化会館 
(マドカホール) 

 

会場：マドカホール 
岸和田市荒木町 1-17-1  

℡ 072-443-3800 

定員：200 名 ※未就学児はご遠慮ください。 

チケット：前売 1,000 円（当日 200 円増） 

取扱い 岸和田市立自泉会館事務所 

岸和田文化事業協会（自泉会館内） 

TEL 072-437-3801 

      Mail fontaine@sensyu.ne.jp 

マドカホール来館の皆様へ お願いとご注意  

・入館時は手指の消毒、マスク等の着用、社会

的距離の確保、体調の悪い方の入館はご遠慮

ください。 

・関係者以外の楽屋への案内は致しかねます。

ご協力よろしくお願いいたします。 

・新型コロナウイルス感染状況により、予定が

変更・中止になる場合があります。 

新型コロナウイルス感染拡大防

止にご協力ください。 

主催：岸和田文化事業協会 共催：岸和田市 

第 14 回 



 

 

 

 

 

 

 

 

～出演者 Profile～ 

◆髙木 真実子  たかぎ まみこ   ピアノ    2021 年 4 月出演 

大阪教育大学芸術専攻音楽コースを卒業後、桐朋学園大学院大学修士課程修了。第 23 回長江杯国際音楽コンクールピアノ部門第 1 位、 

併せて審査委員長賞受賞、第 2 回大阪 international コンクール第 3 位（1 位なし）等、多数受賞。学内選抜オーディションを経て、 
円光寺雅彦指揮、桐朋アカデミー・オーケストラと協奏曲を共演。現在、関西を中心に演奏活動中。これまでにピアノを藤井和子、 
木下千代、上田晴子、岡田博美、田部京子の各氏に、室内楽を藤原浜雄、銅銀久弥、上田晴子の各氏に師事。       (阪南市在住) 

◆久保 侑可  くぼ ゆうか  クラリネット   2021 年 10 月出演 

大阪府出身。13 歳からクラリネットを始める。大阪音楽大学卒業、同大学音楽専攻科修了。第 21 回万里の長城杯国際コンクール第 4 位
(1 位なし)。クラリネットを上田浩子、吉延勝也、松尾依子各氏に師事。室内楽を上田浩子、宮本謙二各氏に師事。現在演奏活動をしなが

ら、吹奏楽部のトレーナーを務める。11 月 6 日自泉会館ホールで開催の「カミーユ・サン=サーンス没年 100 周年(記念)コンサート」に
出演。                                                    (和泉市在住) 

◆竹ヶ鼻 智絵     たけがはな ともえ   ピアノ  2021 年 10 月出演 

神戸女学院大学音楽学部ピアノ専攻を経て、現在、同大学大学院音楽研究科 2 年に在籍。2018 年、同大学より交換留学生として選抜され、

半年間学費免除でザルツブルク・モーツァルテウム音楽大学にて研鑽を積む。モーツァルテウム音楽大学夏期国際音楽アカデミー修了。

ディプロム取得。 神戸女学院大学オータムコンサート、新人演奏会等多数の演奏会に出演。これまでにピアノを加納くみ子、 

テュンデ・クルツ、佐々由佳里、山畑誠の各氏に師事。                              (大阪市在住) 

◆永田 雅子  ながた まさこ   ソプラノ    2021 年 10 月出演 

大阪音楽大学音楽学部声楽専攻卒業。同大学専攻科修了。平成 26年度奈良県高等学校独奏・独唱コンクール金賞、第 15 回大阪国際音楽

コンクール声楽 Age-H 部門アブニール賞受賞。2019 年、奈良県新人演奏会に出演。堺シティオペラ「赤い陣羽織」腰元役、「卒塔婆小町」

合唱でオペラデビュー。堺シティオペラ会員。                             (奈良県大和高田市在住) 

◆蘭サクソフォンカルテット           2021 年 12 月出演 

笹岡 志帆    ささおか しほ   ソプラノ  吉田 優月    よしだ ゆづき   アルト    
川野 未琴    かわの みこと   テナー   山木 莉那    やまき りな      バリトン 

2020 年 4 月に相愛大学音楽学部サクソフォン専攻生の同級生で結成し、卒業後もなお関西を中心に様々な場所で演奏活動を続けている。

2019 年中国・上海市で行われた ASIA SAXOPHONE CONGRESSに相愛サクソフォンアンサンブルとして参加。全員がこれまでに 

前田昌宏、岩田瑞和子、陣内亜紀子、白石尚美の各氏に師事。蘭の花言葉には「淑女」「優雅」といった意味があり、その言葉どおり女性

ならではの豊かなサウンドを目標に、演奏を聴いてくださる方々に「幸福が飛んできますように」という願いを込めて活動をしている。 

                                                       (関西圏在住) 

◆安江 陽奈子   やすえ ひなこ  ソプラノ   2022 年 6 月出演 

大阪音楽大学声楽専攻卒業、卒業時に優秀賞を受賞。同大学院声楽研究室オペラ系修了。平成 30年度公益財団法人青山音楽財団奨学生。

第 7 回あおによし音楽コンクールプロフェッショナルステージ第 3 位受賞。第 74 回全日本学生音楽コンクール大学の部大阪大会奨励賞

受賞。オペラでは「フィガロの結婚」スザンナ役、「コジ•ファン•トゥッテ」デスピーナ役、「魔笛」パパゲーナ役他多数出演。 

J.ラター「マニフィカート」のソプラノソロも務める。大阪音楽大学演奏員。石橋栄実氏に師事。           (東大阪市在住) 

◆佐々木 真衣   ささき まい  ソプラノ    2022 年 6 月出演 

京都市立芸術大学音楽学部声楽専攻を首席で卒業。また、卒業時に京都市長賞を受賞。第 74・75 回全日本学生音楽コンクール大阪大会第

２位。 同コンクール全国大会入選。その他、多数のコンクールにて入賞を果たす。三菱電機杯第 75 回毎日甲子園ボウル東西大学王座決

定戦にて、国歌独唱を務める。これまで声楽を、大橋ジュン、小濱妙美の各氏に師事。現在、京都市立芸術大学大学院音楽研究科修士課

程声楽専攻 2 年次に在籍。                                        （奈良県香芝市在住） 

◆大槻 夏子  おおつき かこ   ピアノ     2022 年 6 月出演 

滋賀県立膳所高等学校を経て京都市立芸術大学音楽学部を卒業。第 29 回滋賀県ピアノコンクール 1位、及び滋賀県議会議長賞受賞。大学

学部在学中、学内選抜によりピアノフェスティバル、学内リサイタルに出演、ソリストとして京芸オケと共演。2019 年度、2020 年度明治

安田クオリティオブライフ文化財団奨学生。現在、京都市立芸術大学大学院音楽研究科修士課程 2 回生。関西を中心に、ソロや伴奏、 

室内楽で活動中。                                            （滋賀県大津市在住） 

◆浦部 晏未  うらべ あみ   ピアノ      2022 年 12 月出演 

神戸女学院大学音楽学部ピアノ専攻を首席で卒業。同大学オータムコンサート、新人演奏会、第 63回関西新人演奏会等、多数の演奏会に

出演。飯塚新人音楽コンクール 本選入賞。日本国際音楽コンペティション 一般の部第 1 位、並びに姫路市長賞。東京国際ピアノコンクー

ル 大学生部門 全国大会奨励賞。ハンガリー国立リスト音楽院にてマスタークラスを受講し、現地でのコンサートに出演。これまでに 

二本柳奈津子、岡田将の各氏に師事。現在、神戸女学院大学伴奏要員。                       (池田市在住) 

◆中地 莉子  なかぢ りこ   ピアノ      2022 年 12 月出演 

PTNA ピアノコンペティション E級本選第 3 位、F 級本選奨励賞。第 7 回東京国際ピアノコンクール高校生部門奨励賞。第 25.26.27.28.30

回日本クラシック音楽コンクール全国大会入選。第 1 回若手音楽家のための伊勢志摩国際コンクールカテゴリーF(18～20 歳) 第 2 位。第

9 回自泉ジュニアコンサート最優秀賞受賞。現在、阿部裕之氏に、重奏を河内仁志、坂本彩の各氏に師事。これまでに井上朗子、舟曵千智、

土井緑の各氏に師事。大阪府立夕陽丘高等学校音楽科を経て、現在京都市立芸術大学音楽学部音楽学科ピアノ専攻 2回生。（和泉市在住） 

＜自泉フレッシュコンサート出演者募集＞ 
岸和田文化事業協会では、音楽を学び、プロフェッショナルとして歩み始める新人演奏家に、演奏の場と技術を磨く機会を提供しております。 

あなたも参加してみませんか？  詳しくは、岸和田文化事業協会事務局(自泉会館内)までお尋ねください。 

♪演奏曲はクラシック音楽中心  ♪１組の演奏時間 30分まで   

♪チケットノルマあり            ♪岸和田文化事業協会会員であること（個人会費：年間 2000 円）  ♪問合せ TEL/FAX 072-437-3801 


