


梅津 千恵子

アレタサンダー 0クルズ

レニン・カマチョ

東京藝術大学を経て同大学院修士課程修了。 在学中より

(財)日本フィルハーモニー交響楽団に入団。第7巨 1日 本
管打楽器コンクール|∫楽器部門第1位。在京オーケストラ
と打楽器・マリンバ協奏曲を数多く共演。文化庁在外派遣

研修員としてイタリアに留学。日本フィルに12年在籍後
、渡伊、ミラノでパーカッションリサイタルを開催。ラ・

ヴェルディ・ミラノ交響楽団でティンパニ打楽器奏者とし
て9年演奏の傍らスイス・北イタリアを中Lかにソロ・室内
楽活動を展開。2012年帰国後、研究室リズムミュージ
アム(松戸)を主宰し、ソロ、オーケストラ演奏のほか、■も
ⅣⅣ即 hヾ面■ヽⅥba熱鶏 hmト リオ)では、オリジナルアレン
ジで独自のサウンドを追求。ワークショッブをコンサート
に取り入れ、好評を得ている。昨年には国際交流基金 (

1響 Rmぬ面)の助成を受け、メキシヨ・チアバス州で6

公演を成功させる。吉田真吾、有賀誠Fi、 デイビット・サ
アシー、ジョナサン・スカリー各氏に師事。
http:〃 umczuchicko limdO COm

古徳 景子

ルイス・アキーノ

メキシヨ・チアパス州立芸術科学大学の音楽学部マリンバ

科・打楽器科准教授。 東京藝術大学卒業。ボストン音楽院

を経て、スウェーデンロ立ビテオ音楽大学院修了。ベルギ
ーlf4際マリンバコンクール最年少にて準優勝。後年、同コ

ンクールのデュオ部Fl優勝。ブラスの巨匠=故アルフレッ

ト・リー ド氏と協演。意欲作 時℃懸t」 を基に平和コン

サー トを展開中。ボストン音楽院のコンチェルトコンクー

ルにて優勝 (マ リンバの楽器では倉1立以来、初めての快挙

)。 ボストン・ファニュエルホールでオーケストラと協演。

アメリカのマレット会社N■kc Bttcr(マ イクノウレター)よ
り、「Ⅲ罫Ю K∝0くU」 のsignature(名前入り)マ レット

を販売。大学で後進の指導にあたりながら、アルゼンチン

、コロンビア、チリ、スベイン、グアテマラ、イタリアな

ど、各国の打楽器フェスティバルに招聘され、コンチェル

トやレクチャーを行う。打楽器を有賀誠門、梅津千恵子、

Andcrs Astmnd、 マリンバを高橋美智子・Nancy Zdtsman、

作曲を」ohn Farm各 氏に師事。

マリンバ ー族に生まれ父を印Fと し、 ヌキシカンマリンバを演奏
し続ける傍ら、チアパス州立芸術「 1学大学ジャズ・ホビュラー

学部ヴィブラフォンr4講 rlll。 チァバス州が認めている3大メキ
シカンマリンバ奏者の一人でもあり、彼の世代では初めての称

号で快挙を送げる。2005年、第5回メキシコマリンバコン:ク

ールにて優勝。今までに世界を代表するジャズヴィブラフォン

奏者であるデイブ・サミュエル、アンダース・オーストランド
、アリー・ケイタと)は。メキシコを代表するジャズグルーブ

である 限面mЦナリンボ渕のメンバーであり、アメリカをはじ

めスベイン、 ドイツ、フランス、オランダ、中国、韓l■ l、 台湾
、南アフリカ、カタール、 ドバイで招聘演奏し成功を収める。
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西 ロ

メキシヨを代表する有名なマリンバ ・族であるアキーノ家に生
まれ、幼少のころよリメキシカンマリンバを習う。現在はチア
バス自治大学のマリンノヾ

「 |、 声楽科、コントラバスFI講師であ
り、また幼児教育に力を注ぎメキシカンマリンバを教えている。
2003年、メキシコマリンバコンクールにて優勝。2005
年には彼の作曲である 町clcお no」 の作品でメキシヨ作曲コン
クールにて優勝。メキシヨを代表するジャズグループである
、anmbO(ナ リンボ)」

のメンバーであり、アメリカをはじめ
スベイン、 ドイツ、フランス、オランダ、中国、韓国、台湾、

南アフリカ、カタール、 ドバイで招聘演奏し成功を収める。
メキシカンマリンバだけではなくエレクトリックベースと天性
の歌芦は沢山の人を魅了し、いかなるジャンルの音楽をカバー。
Panucb Rqos」 として数多くの打楽器フェスティバルに招聘

さtl注目を浴びている。

柏そごう

柏市役 PI

深町病院

河合塾

教育梶社会館

柏美術学院       図書館

チアバスを代表するドラマー。ラテンとアフロのリズムが

称賛され、 スキシヨl■l内・外からもトラマーとして招待演

奏を受ける。彼の演奏は、ビート感だけではないメロデ f

―なドラムであり「欧う太鼓」とメキシヨのテレビ番組に

取りあげられ、演奏,舌 動に広かりを見せている。またマリ

ンバを15歳から習い、 トラムだけではなくマリンバ奏者
として「λnにltl Roぃ 」でアレクサンダー、ルイスと共に演

奏を行う。演奏活動の傍ら幼児教育に力を入れ、数々の小

学校に音楽授業を取り組み子どもたちにリズムの大切さか

ら体の動きや呼吸法を教えている。 トラムを中心にラテン
のリズムを打楽器で表現し、コンガ・ボンゴなどハンドバ

ーカッションも演奏する。

アミュゼ柏クリスタルホール
|

」R・ 東武柏駅東口より徒歩7分

千葉県柏市柏 6丁 目 2番 22号
ご来館はなるべく公共交通機関をご利用ください。

お車でのご来館の場合は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。

パーカッションメッセージ Vol.4 Chieko Umezu Produce

【出演者】

梅津 千恵子 [パーカッショニスト]

古徳 景子 [マ リンピスト]

[コ ントラバシスト]

[ギタリスト]

[主催]アミュゼ柚

小室 昌広

,■ド|

法務局

長全寺

〒柏当ヽ便局 ______ノ

大地の響宴

'017。

7.27.ω ァミュゼ柏クリスタルホール
188301嗣瀬載 c8800隣翔Э

【チケッ ト・ 金指定席】

前売一般 2,800円 (当 日3:000円 )

高校生以下 1,500円 (前売り・当日)

【チケットご予約 。お問い含わせ】

アミュゼ粕 04‐ 7164‐4579

[後援]柏市・柏市教育委員会

しR■民本自馬尺

尾尻 雅弘



梅津 千恵子

アレタサンダー・クルズ

レニン 0カマチョ

東京藝術大学を経て同大学院修士課程修了。 在学中より

はオ)日本フィルハーモニー交響楽団に入団。第7国 [1本

管打楽器コンクール打楽器部門第1位。在京オーケストラ
と打楽器・マリンバ協奏曲を数多くチ趨寅。文化庁在外派遣
研修員としてイタリアに留学。日本フィルに12年在籍後
、渡伊、ミラノでパーカッションリサイタルを開催。ラ・

ヴェルディ・ミラノ交響楽lllでティンパニ打楽器奏者とし
て9年演奏の傍らスイス・北イタリアを中心にソロ・室内
楽活動を展F41。 2012年帰国後、研究室リズムミュージ
アム献戸)を主宰し、ソEl、 オーケストラ演奏のほか、1ヽも
MⅦOhmL ⅥhTttchmト リわでは、オリジナルアレン
ジで独自のサウンドを追求。ワークショップをコンサート
に取り入れ、好評を得ている。ll11年 には国際交流基金 (

1蓼b祠は→ の助成を受け、メキシヨ・チアパス州で6

公演を成功させる。吉田真吾、有賀誠門、デイビット・サ
アシー、ジョナサン・スカリー各氏に師事。
http:〃 umczuchicko jimdo com

古徳 景子

ルイス・アキーノ

メキシヨ・チアバス州立芸術秤常大学の音楽学部マリンバ

科・打楽器科准教授。 東京藝術大学卒業。ボストン音楽院
を経て、スウェーデン国立ビテオ音楽大学院修了。ベルギ
ー国際マリンバコンクール最年少にて準優勝。後年、同コ

ンクールのデュオ部門優勝。ブラスの巨匠=故アルフレッ
ト・リード氏とlZ6演 。意欲作 [学GKU」 を基に平和コン
サートを展開中。ボストン音楽院のコンチェルトコンクー
ルにて優勝 (マ リンバの楽器では倉1立以来、初めての快挙
)。 ボストン・ファニュエルホールでオーケストラと協演。
アメリカのマレット会社Mikc Baltcr(マ イクノウレター)よ
り、「Ю番Ю KttU」 のsttntturc(名前入り)マ レット
を販売。大学で後進の指導にあたりながら、アルゼンチン
、コロンビア、チリ、スヘイン、グアテマラ、イタリアな
ど、各国の打楽器フェスティバルに招聘され、コンチェル
トやレクチャーを行う。打楽器を有賀誠門、梅津千恵子、
Anders Asmnd、 マリンバを高橋美智子・Nancy Zdtsllian、

作曲をJohn Farm各 氏に師事。

マリンバー族に生まれ父を師とし、メキシカンマリンバを演奏
し続ける傍ら、チアバス州立芸術科学大学ジャズ・ホビコラー

学部ヴ fブラフォン科講師。テアバス州が認めている3大メキ
シカンマリンバ奏者の一人でもあり、彼の世代では初めての称

号で快挙を送(ずる。2005年、第5回メキシヨマリンバコンク
ールにて優勝。今までに世界を代表するジャズヴィブラフォン

奏者であるデイブ・サミュエル、アンダース・オーストランド

、アリー・ケイタと共演。メキシヨを代表するジャズグループ

である Nmmいけ
―リンれ のメンバーであり、アメリカをはじ

めスベイン、 トイツ、フラシス、オランダ、中lEl、 韓:可 、台湾
、南アフリカ、カタール、 ドバイで招聘演奏し成功を収める。
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メキシヨを代表する有名なマリンバ ‐族であるアキーノ家に生
まれ、幼少のころよリメキシカンマリンバを習う。現在はチア
バス白治大学のマリンバ科、声楽科、コントラバスF騰師であ
り、また幼児教育に力をキ主ぎメキシカンマリンバを教えている。
2003年、メキシコマリンバコンクールにて倒勝。2005
年には彼の作曲である Prclcぉn。」の作品でメキシヨ作曲コン
クールにて優勝。メキシコを代表するジャズグループである
「Nanmbo(ナ リンボ)」

のメンバーであり、アメリカをはじめ
スベイン、 ドイツ、フランス、オランダ、中国、韓国、台湾、

ltlア フリカ、カタール、 ドバイで招聘演奏し成功を収める。
メキシカンマリンバだけではなくエレクトリックベースと天性
の歌声は,尺山の人を魅了し、いかなるジャンルの音楽をカバー。
「λhudo RaOS」 として数多くの打楽器フェスティバルに招聘
され注目を浴びている。

i白 そごう

柏市役所

深町病院

河合塾

教育福社会館

柏美術学院      躍書館

チアバスを代表するドラマー。ラテンとアフロのリスムが

称賛され、メキシヨLTl内・外からもドラマーとして招待演
奏を受ける。彼の演奏は、ビート感だけではないメロディ
ーなドラムであり「歌う太yi・XJとメキシヨのテレビ番組に

取りあげられ、演奏活動に広がりを見せている。またマリ

ンバを15歳から習い、 ドラムだけではなくマリンバ奏者
として 聴絲耐o Roぃ 」でアレクサンダー、ルイスと共l~演

奏を行う。演奏活動の倍ら幼児教育に力を入れ、数々の小

学校に音楽授業をIFtり 組み子どもたちにリズムの大切さか
ら体の動きや呼吸法を教えている。 ドラムを中心にラテン
のリズムをオ操 器で表現し、コンガ・ボンゴなどハンドバ

ーカッションも演奏する。

アミュゼ柏クリスタルホTル
JR。 東武柏駅東口より徒歩7分

千葉県柏市柏 6丁 目 2番 22号
ご来館はなるべく公共交通機関をご利用ください。

お車でのご来館の場合は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。

パーカッションメッセージ Vol。4 Chieko Umezu Produce

【出演書】

梅津 手恵子 [パ‐カッショニスト]

古徳 景子 [マ リンピスト]

[ヨ ントラバシス ト]

[ギタリスト]

[主催]アミュゼ柏

小室 昌広

11,
書 申社 巻石堂病院

F導誓菫準毒導l墓1鶏
局

長全寺

〒柏郵便局

大地の響宴
2017。7.27.ω ァミュゼ柏クリスタルホール

18830開演 (18800勘

【チケッ ト・ 全指定席】

前売一般 2,800円 (当 日3,000円 )

高校生以下 1,500円 備 売り。当日)

【チケットご予約 。お問い合わせ】

アミュゼ柚 04‐ 7164‐4579

[後援]柚市・柏市教育委員会

ごR東武オ白馬尺

尾尻 雅弘


