
静岡市葵区黒金町1番地の9
会　場：静岡音楽館AOi 8階ホール

（全席自由席）3,000円チャリティ協賛金：

10月20日2022年 木
18：00開演 （開場17：00）

©Kenshu Shintsubo
澤 和樹（ヴァイオリン・ヴィオ

ラ）

11vol.

コロナ感染症対策を
施しながら開催いたします

参加当日は家を出る前には必ず検温をお願いします。万が一、発熱等の症状がある場合は入場いただくことはできません。会場
への移動中における感染防止のための適切な行動、会場に入る前に手洗いうがい、受付にて手指消毒、マスクをつけてのご参
加になります。なお、コロナ感染症拡大に伴い、開催中止または座席数を縮小しての開催となる場合には、アイワ文化福祉財団
ホームページに掲載いたします。コロナ禍での開催ではありますが、皆さまが安心して来場頂けますように配慮いたします。ご協
力よろしくお願いいたします。

澤 亜樹（ヴァイオリン）

©Ayane Shindo

アイワ文化福祉財団主催チャリティコンサート

©Daikan Usui

蓼沼 恵美子（ピアノ）

静岡市出身　賛助出演

東京藝術大学大学院修士過程を修了。
ニューヨーク・マネス音楽院卒業。第1回
プラッテ国際ハープコンクール第3位。
他国内外コンクール多数入賞。

東京藝術大学大学院博士後期課程
修了、博士号取得。第28回イブラ・グラ
ンド・プライズ国際音楽コンクール優勝。
静岡市市長顕彰受賞

斎藤 樹里（ハープ） 古川 はるな（フルート）

主 催：
共 催：
後 援：静岡県、静岡市、静岡新聞社・静岡放送、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ

公益財団法人

収益金は、子どもたちを支援する団体・地域文化を振興する団体に助成いたします。

協賛：

ナチュラルスタイル



アイワ文化福祉財団主催チャリティコンサート Smile! Smile!! Smile!!! vol.11

1979年、東京藝術大学大学院修
了。「安宅賞」受賞。ロン＝ティ
ボー、ヴィエニアフスキ、ミュンヘンな
どの国際コンクールに入賞。イザ
イ・メダル、ボルドー音楽祭金メダル

受賞などヴァイオリニストとして国際的に活躍。'84年に
東京藝大に迎えられるとともに本格的な演奏活動を開
始。'90年に澤クヮルテットを結成。'96年より指揮活動を
開始、九州交響楽団、東京フィル、日本フィル、札幌交
響楽団、紀尾井ホール室内管弦楽団等にも客演し好
評を博す。ヴィオラ奏者としては、アマデウスQメンバー、
グスタフ・マーラーQ、クスQ、カードゥッチQらと共演。ヘン
シェルQとは2008年にマックス・ブルッフの弦楽五重奏
曲の世界初演及び世界初録音を、'12年にはスペイン
王室所蔵のストラディヴァリウスによる弦楽五重奏を演
奏し絶賛された。'16年̃'22年まで東京藝術大学長。現
在、東京藝術大学・英国王立音楽院名誉教授。

澤  和樹
ヴァイオリン・ヴィオラ

東京藝術大学附属音楽高校を
経て、同大学首席卒業。「安宅
賞」受賞。同大学院修了後、ロンド
ンにてマリア・クルチョ女史に師
事。 1983 年、ミュンヘン国際コン

クール、ヴァイオリン・ピアノ二重奏部門にてヴァイオリン
の澤和樹と共に第3位入賞。'84年、東京にてソロデ
ビューリサイタルを開催し、本格的な演奏活動を開始す
る。これまでに、国内外の著名アーティストとも多数共
演、高い信頼を得ている。フィンランドのクフモ、サヴォン
リンナ、イギリスの湖水地方、アメリカのボウドイン、アイル
ランドのウェスト・コークなど、国内外の音楽祭に招聘さ
れるほかNHK-FM、BBC 等にも出演。2014～15年
の「シューベルト、シュー マン、ブラームスをうたう」シリー
ズのライヴ CD は、いずれも「レコード芸術」特選盤とし
て紹介されている。現在、洗足学園音楽大学、桐朋学
園芸術短期大学講師。

蓼沼 恵美子
ピアノ

東京藝術大学附属音楽高等学
校を経て、同大学首席卒業。学内
にて安宅賞、アカンサス音楽賞受
賞。2010年より2年間、英国王立
音 楽 院に留 学し、最 高 位の

Diploma of Royal Academy of Music (DipRAM)
を得て首席卒業。'14年、東京藝術大学大学院音楽
研究科修士課程修了。修了時に大学院アカンサス音
楽賞受賞。 第17回パリ国際バッハコンクール・ヴァイオ
リン部門で第2位受賞。ウクライナのキーウにて、ウクライ
ナ国立フィルハーモニーと共演。'10年度青山音楽賞
新人賞受賞。'12年松方ホール音楽賞受賞。'14年、東
京文化会館にてデビューリサイタルを開催。'15年～18
年度東京藝術大学音楽学部室内楽科非常勤講師。
現在、同大学音楽学部弦楽科非常勤講師および藝
大フィルハーモニア管弦楽団コンサートマスター。カル
テット・オリーブメンバー。

澤  亜樹
ヴァイオリン

Pro f i l e プロフィール

©Kenshu Shintsubo ©Daikan Usui ©Ayane Shindo

演奏曲目
モーツァルト：
ドビュッシー：
澤  和樹編：

ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲　ト長調 K423（15 '）
フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ（20 '）
「日本のこころ」より唱歌　・・・他

本格的なクラシック音楽から心に響く懐かしい曲まで様々お届けします。

チャリティコンサート実績

コンサートフラメンコギターの世界

●出演：ホセ・マヌエル・カーノ（フラメンコギター）
　　　  吉川二郎（フラメンコギター）・野口久子（フラメンコギター）
●静岡新聞社・静岡放送「愛の都市訪問」：229,184円
●スペイン国テロリズム被害者協会：230,000円
●義援金　合計：459,184円

2004年8月20日（金） 会場：しずぎんホール ユーフォニア

長尾春花ヴァイオリンリサイタル

●出演：長尾春花（ヴァイオリン）・前田拓郎（ピアノ）
●静岡新聞社・静岡放送「愛の都市訪問」へ
●義援金　合計：737,211円

2011年9月15日（木） 会場：静岡音楽館AOi

アミスタッ

●出演：ホセ・マヌエル・カーノ（フラメンコギター）
　　　  吉川二郎（フラメンコギター）・野口久子（フラメンコギター）

2012年11月24日（土） 会場：静岡音楽館AOi

●大槌町へ義援金　合計：1,546,858円

2012年11月27日（火） 会場：かみよ稲穂館（岩手県大槌町）

長尾春花ヴァイオリンリサイタル

●出演：長尾春花（ヴァイオリン）・前田拓郎（ピアノ）
●静岡新聞社・静岡放送
●「愛の都市訪問」：350,000円
●タミヤ奨学会：350,000円
●義援金　合計：700,000円

2010年4月16日（金） 会場：静岡音楽館AOi

音楽のタネ

●出演：ようそろ（はせみきた・岡田寛行）・山田路子・
　　  　藤舎理生・坂田美子・長尾春花・
　　  　コレギウム・ムジクム静岡
●大槌町へ義援金　合計：1,703,034円
●【主催】ライオンズクラブ国際協会334-C地区  2R4Z5LC

2012年2月18日（土） 会場：静岡市民文化会館

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.7

●出演：長尾春花（Vn）・コレギウム・ムジクム静岡
●NPO法人静岡市里親会家庭支援センター：500,000円
　NPO法人静岡市子ども食堂ネットワーク：500,000円
　その他文化福祉団体に助成　●義援金　合計：1,900,000円

2019年11月13日（水） 会場：静岡音楽館AOi

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.10

●出演：鈴木啓資（ピアノ）・石井 沙和子（チェロ）
●NPO法人静岡市里親支援センター：500,000円
●NPO法人静岡市子ども食堂ネットワーク：300,000円
●NPO法人アートコネクトしずおか：400,000円
●コレギウム・ムジクム静岡：200,000円
●日本平ウォーク実行委員会：200,000円
●はせみきた太和太鼓コンサート実行委員会：100,000円
●音楽青葉会・静岡児童合唱団：100,000円
●静岡プロムジカの会：100,000円
●助成金　合計：1,900,000円

2021年11月18日（木） 会場：静岡音楽館AOi

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.8

●出演：斎藤樹里（ハープ）・古川はるな（フルート）
●NPO法人静岡市里親家庭支援センター：500,000円
●社会福祉法人静岡県済生会川奈臨海学園：200,000円
●NPO法人アートコネクトしずおか：300,000円
●任意団体　あそびのひろば：100,000円
●NPO法人静岡市子ども食堂ネットワーク：300,000円
●助成金　合計：1,400,000円

2020年11月19日（木） 会場：静岡音楽館AOi

東日本大震災復興10年 チャリティコンサート
Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.9

●出演：岩手県大槌町長 平野公三・カタリバ代表理事 今村久美
　　　  「風の電話」代表 佐々木格・司会進行 鬼頭里枝
　　　  長尾 春花（ヴァイオリン）・大山平一郎（指揮）
　　　  NPO法人静岡フィルハーモニー管弦楽団
●大槌町・大槌臨学舎に寄付　合計：1,000,000円

2021年3月11日（木） 会場：静岡音楽館AOi

●出演：はせみきた（太鼓）・鈴木裕子（二胡）
●大槌町へ義援金　合計：1,770,881円

Smile！ Smile!! Smile!!!

●出演：はせみきた（太鼓）・山田路子（篠笛）・
　　      鈴木裕子（二胡）・渥美御友季（ピアノ）

2013年11月14日（木）

2014年6月1日（日）

会場：静岡音楽館AOi

会場：浄土宗大念寺（岩手県大槌町）

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.2

●出演：長尾春花（ヴァイオリン）・鈴木裕子（二胡）
　　  　コレギウム・ムジクム静岡（管弦楽団）
●大槌町へ義援金　合計：1,397,350円

2014年11月19日（水） 会場：静岡音楽館AOi

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.3

●出演：ホセ・マヌエル・カーノ（フラメンコギター）
       　    吉川二郎 （フラメンコギター）・野口久子（フラメンコギター）
●大槌町へ義援金　合計：1,710,000円

2015年10月6日（火） 会場：静岡音楽館AOi

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.4

●出演：はせみきた（和太鼓）・林　正樹（ピアノ）
●岩手県大槌町：700，000円
●NPO法人カタリバ・大槌臨学舎：500，000円
●NPO法人静岡市里親会家庭支援センター：500，000円
●静岡市子ども食堂ネットワーク：200，000円
●義援金　合計：1，900，000円

2016年9月6日（火） 会場：静岡音楽館AOi

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.5

●出演：長尾春花（ヴァイオリン）・鈴木裕子（二胡）
●岩手県大槌町：700,000円
●NPO法人カタリバ・大槌臨学舎：500,000円
●NPO法人静岡市里親会家庭支援センター：500,000円
●静岡市子ども食堂ネットワーク：300,000円
●義援金　合計：2,000,000円

2017年9月29日（金） 会場：静岡音楽館AOi

Smile！ Smile!! Smile!!! Vol.6

●出演：はせみきた（太鼓）・坂田美子（琵琶）
●岩手県大槌町：700,000円
●NPO法人カタリバ・大槌臨学舎：500,000円
●NPO法人静岡市里親会家庭支援センター：500,000円
●静岡市子ども食堂ネットワーク：500,000円
●義援金　合計：2,200,000円

2018年11月20日（火） 会場：静岡音楽館AOi

〒420-0034 静岡市葵区常磐町1-8-6 常磐町アイワビル3階

チケットお問い合わせ

054-270-3123☎
チャリティコンサート開催にかかる諸費用のうち、出演者に関する出演料、交通費、会場費はアイワホールディングス
の寄附でまかなわれます。お客様にご購入頂いたチャリティコンサートチケットの協賛金は、当日経費を差引いた全
額が「コンサート収益金」として助成されます。

アイワ文化福祉財団主催チャリティコンサート寄付金に関するお知らせ


