STROAN
CONCERT I
～ 弦 楽 器 三 昧 、真 夏 のスペシャル な 一 日 を ～

著名アーティストと共演！
飛躍の舞台

開演 13：00

7 24 sun

開場 12：30

2022/ /
全自由席

ストリングス
フェスティヴァル
2022

ヴィ オ ラ

叶澤尚子

STROANメンバー

ヴァイオリン

フェデリコ・アゴスティーニ

ぎふ 弦 楽 器 貸 与プロジェクト《STROAN》

STRINGS
FESTIVAL
2022

入場無料

要整理券

同日開催！

10:00〜12:00 弦楽器特別レッスン
聴講無料（要申込）

第2 部
15：10 ～ 17：30 STROANメンバー個人ステージ

PROGRAM

ヴィヴァルディ
4つのヴァイオリンのための協奏曲 ロ短調 Op.3-10 RV580
シューベルト
ヴァイオリンと弦楽のためのロンド イ長調 D.438
J.C.バッハ／カサドシュ
ヴィオラ協奏曲 ハ短調 ほか

弦楽合奏

STROANメンバー
アソシエイト・メンバー

第1 部
13：00 ～ 13：50 弦楽合奏〈公開リハーサル〉
14：00 ～ 14：50 弦楽合奏〈本番ステージ〉

＊曲目が変更になる場合があります。

岐阜市
薮田南
5-14-53

サラマンカメイト・一般同時受付：2022年

5月27日［金］〜

電話･インターネット9：00〜/窓口12：00〜
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※車いす席は、サラマンカホールチケットセンター窓口のみの取り扱いです。

サラマンカホール
チケットセンター

058-277-1110

整理券のネット予約は公式サイト
「サラマンカ・オンラインチケット」
で

検索

へ

サラマンカホール

ご 来場 の皆 様

整理券申し込み

新型コロナウィルス感染防止に関するお願い

本公演は、国・県・業界団体のガイドラインに則って開催いたします。
ご来場の際は、マスクの着用、手指消毒等のご協力をお願いいたします。
詳しくはサラマンカホール・ホームページ、当日の館内掲示にてご確認ください。

主催：サラマンカホール

ぎふ 弦 楽 器 貸 与プロジェクト《STROAN》

STROAN CONCERT I

～ 弦 楽 器 三 昧 、真 夏 のスペシャル な 一 日 を ～

２０２０年、厳正なるオーディションで選ばれたSTROANメンバー（楽器貸与者）が、サラマンカホールへ２年ぶりに集結。
トップアーティストとの共演の模様をリハーサルより公開します。後半は、自身の楽器と２年間向き合った習熟の成果
をソロ演奏で披露。
メンバーと共に育て上げられた弦楽器の響きをお楽しみください。
ヴァイオリン

フェデリコ・アゴスティーニ

ヴィオラ

音楽家の家庭に育ち、
トリエステとベネチ

叶澤尚子

福島県いわき市出身。
２歳よりヴァイオリ

アの音楽院、
シエナのキジアナ音楽院で

ンをはじめる。桐朋女子高等学校音楽

フランコ・グッリらに師事。16歳でカルロ・

学中にヴィオラに転向。第３回横浜国際

学び、サルバトーレ・アッカルドや叔父の

科を経て、桐朋学園大学卒業。高校在

ゼッキ指揮のもと、
モーツァルトの協奏曲

音楽コンクール弦楽器部門第１位。2013

を弾いてデビュー、数多くのコンクールに

年よりサイトウキネンオーケストラに参加

優勝・入賞し 国際的に輝かしい活動を

するほか、PMF、東京・春・音楽祭、小澤

開始。I Virtuosi di Roma 在籍後、
１９８６

征爾音楽塾、小澤国際室内楽アカデミー

年からはイタリアの“イ・ムジチ合奏団”コ

奥志賀などに参加。
カルテットゼーレのメ

ンサートマスターを務める。若くしてトリエ

ンバーとしてユメニティ直方レジデンス

ステとベネチアの音楽院で教鞭をとり、
ド

アーティストを務める。
また、KOTO弦楽

イツ・トロッシンゲン音楽大学、
アメリカ・イ

四重奏団のメンバーとして２０２０年から

ンディアナ大学ジェイコブス音楽学部、

ベートーベンの弦楽四重奏曲全曲チクル

ニューヨーク州ロチェスター大学イーストマ

スの公演を行 なっている。これまでに

ン音楽学校の教授をそれぞれ勤めた後、

ヴィオラを岡田伸夫、川本嘉子の各氏に

び洗足学園音楽大学客員教授。

楽団首席ヴィオラ奏者。

現在、愛知県立芸術大学客員教授、及

師事。現在、名古屋フィルハーモニー交響

ソリストによる弦楽器特別レッスン

聴講者募集

7月24日（日）

聴講
無料

時

2022年

2022年5月27日
（金）
より受付

会

10：00 〜
12：00

STROANメンバー対象の
「弦楽器特別レッスン」
を開催！
その模様を一般公開します。

要申込

間

(開場9：30)

●
●

電話･インターネット 9：00〜
窓口 12：00〜

ぎふ弦楽器貸与プロジェクト《STROAN》

場

楽

器

講

師

ホール

ヴァイオリン

F. アゴスティーニ

ホワイエ

ヴィオラ

叶澤 尚子

※ネット予約は「サラマンカ・オンラインチケット」
で

第２期 貸与メンバー募集中

ストリングス・フェスティヴァル2022 Ⅱのご案内
弦楽器マスタークラス

［講師/出演］前橋汀子、
フェデリコ・アゴスティーニ
サラマンカメイトのご案内

※要整理券
ほか

6/19（日）締切

インターネットでも受付ております。
※年会費2,000円
※入会申込書は、
サラマンカホール チケットセンターに
ご用意しています。
※年会費の口座振替もご利用ください。

13:00〜17:00

詳しくはWEBを
ご覧ください。

2022年9月25日(日)
STROANコンサートⅡ

※要整理券

｜［プログラム］J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043

交通アクセス・駐車場

客席のご案内

公共交通機関
●JR岐阜駅（北口）
より
「岐阜バス」
で約20分
●名鉄岐阜駅より
「岐阜バス」
で約25分
●JR西岐阜駅（南口）
より
「西ぎふ・くるくるバス」
で約12分
●JR東海道本線・名古屋駅から西岐阜駅まで
約23分

●チケットの先行販売
●チケットの割引（1公演2枚まで）
●ダイレクトメールによる
コンサートのご案内
●グッズコーナーでの割引
※お電話（058-277-1110 入会申込書を郵送）
および、

100名

申込方法：サラマンカホールチケットセンター TEL.058-277-1110

2019年、
サラマンカホールはヴァイオリン、
ヴィオラ、
チェロ、
カルテットの総数40に及ぶ弦楽器の寄贈を受け
ました。
「清流コレクション」
と名づけられたこの楽器は、
さらなる研鑽を積む意欲ある弦楽器奏者の支援・
育成を目的として、2020年に無償での貸出をスタート。現在STROANメンバーは中学生～60代までの28
名で、年に1回サラマンカホールで習熟の成果を披露します。

10:00〜12:00

申込定員

桶狭間タンメン

自 動

車

●JR西岐阜駅から車で約5分（南口タクシー乗り場より約2㎞）
● JR 東海道新幹線・岐阜羽島駅および名神高速道路・岐阜
羽島ICより車で約20分 ●無料駐車場完備

終演後に西岐阜駅まで無料マイクロバスを
運行します 正面玄関前（北側）から出発します。

すしさかい

全自由席

ほか

