浜松市制100周年記念

Memorial Album

A bouquet of the new world

1. 木漏れ日

Piano & Produce／森山雪子

2. Baby Universe

Guitar, Produce, Sound Engineer
and Artwork／いずみ正和

3. 月

〜ピアノ三重奏と朗読〜

Flute／山内しほ

4. 風
5. Club Buenos Aires
6. 花
7. Heartful Sound Story
8. いの ちのつづき
9. The Sing
10. 黄昏

伝えたい、いのちの響き

Violin／山村妙子
Vocal／佐藤康子

【発売中】￥2,500
【お問い合わせ】
ブログ「ピアノと仲間と〜Heartful Sound Story」
（http://ameblo.jp/msartworks-moriyama/）
の"お問い合わせ"フォームをご利用ください。

リーフレット/チケット/プログラム製作 ◎ graﬁc & web design 青野 友彦
［お問い合わせ：090-2773-2873 aono-in-sandbox@pro.odn.ne.jp］

2011年6月18日
（土）13：30開場/14：00開演

音楽工房ホール（アクトシティ浜松 研修交流センター２階）

浜松市制100周年記念

伝えたい、いのちの響き

Yukiko Moriyama

ピアノ&プロデュース◎森山雪子

◎「ウエディングプレーヤー」などの経験を通し、
現場で学んできたタイプのピアノ
「お客様のリクエストに徹底して答える事」
を基本に、
様々なタイプの曲のソ
奏者。
ロ演奏の他、
バンド、
クラシック奏者やJazz奏者との共演など、
ジャンルを超えたア
ンサンブル活動も展開。

〜ピアノ三重奏と朗読〜

音の花束

【第一部】

◎2000年より
『Ms Artworks（エムズアートワークス）』
として、
音楽制作・イベント
等の音楽企画を請け負う。

〜ピアノ三重奏など〜

◎2005年からは朗読とピアノなど新たな世界にもチャレンジ。

◎木漏れ日

◎2009年春、
Heartful Sound Story vol.1『 伝えたい、
いのちの響き』
〜ピアノ
三重奏と朗読〜を行い、
同時にオリジナルアルバム
『A bouquet of the new
world』
を発売開始。好評を得る。
その後、
Heartful Sound Storyの活動は、
シリ
ーズ化され現在に至る。

◎風
◎黄昏

◎朝倉千恵子先生主催「トップセールスレディ育成塾」19期卒業生。一人のプロ
の仕事人としての基本を学び、現在もメーリングリスト等を通じ、全国の働く女性
達と切磋琢磨している。

◎月
◎Heartful sound story
◎森

◎ヤマハ音楽院卒業後、
ヤマハ浜松店にてポピュラーピアノ＆キーボード講師と
して活動を開始。
その後、
音楽工房Motionの作編曲スタッフ
（〜1995年）
となり、
CMソングなどの制作を行う。

第一楽章 Baby Universe 〜森の奥へ
第二楽章 誕生の息吹

◎

言葉の花束

【第二部】

Shiho Yamauchi

フルート◎山内しほ

◎信愛学園（現：浜松学芸）高等学校音楽科、武蔵野音楽大学音楽学部器楽
学科フルート専攻卒業。第９回静岡県学生音楽コンクール管楽部門第１位受
賞。第42回全日本学生音楽コンクールフルート部門入選。第７回若い芽の音楽
会、第18回浜松新人演奏会、第20回記念若い芽音楽ハイライトコンサートなど
様々な演奏会に出演。
◎現在、
リサイタルやサロンコンサートなどのソロ活動やアンサンブル、
オーケスト
個人レッスン、
中学高校の吹奏楽フルート指
ラなど幅広く演奏活動を行うと共に、
導等、
後進の指導にあたる。

〜朗読とピアノ〜

◎フルートを田中貫一、
佐久間由美子、
故・小泉剛の各氏に師事。

◎ スーホの白い馬

大塚勇三 再話／赤羽末吉
福音館書店(1967/10)

大きな花束

【Ending】

◎静岡県立浜松江之島高等学校芸術科非常勤講師。

絵

Taeko Yamamura

〜三重奏と朗読〜

ヴァイオリン◎山村妙子

◎愛知県立芸術大学音楽学部器楽科（弦楽器）卒業。
現在、
静岡県を中心に室内楽やオーケストラ等の演奏活動を行っている。
◎ヴァイオリンを神藤陽子、井崎郁子、故・小国英樹、進藤義武の各氏に師事。
室内楽を天野武子、
進藤義武の各氏に師事。
◎浜松学芸高等学校芸術科講師。
ジュニアオーケストラ浜松指導員。

◎花

◎静岡交響楽団団員。
アンサンブルムジーク、
浜松フィルハーモニー管弦楽団に

作編曲／森山雪子（Baby Universe／作曲 いずみ正和）

【 主催 】
Ms Artworks（エムズアートワークス）
【 共催 】
ツインギャラリー蔵（丸上産業株式会社）
【 後援 】
(株)ヤマハミュージック東海 浜松店 浜松まちなかにぎわい協議会 朝倉千恵子の株式会社新規開拓 (株)さんく-せ.
(株)アンドアイ EMU FACTORY（中西由子音楽事務所） 一般社団法人ふじのくに文教創造ネットワーク
フィアット・アルファロメオ浜松 財団法人浜松市文化振興財団 静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社 FM Haro! びぶれ浜松
【 協力 】
チームエムズ

出演。

Yasuko Harada
朗読◎原田靖子

◎文教大学女子短期大学部文芸科（マスコミコース専攻） 卒業。婚礼司会
（ ９０〜）、
キャラクターショーＭＣ、企業案内ナレーション、
ディナーショーアナウン
ス、講演会・式典・パーティー等各種イベント司会など多数行う。
また、FM Haro!
「RADIO H.」月曜担当など、
ラジオパーソナリティとしても活躍中！
◎また「音楽と語り」
という映像の無い世界に魅かれ朗読を始め、 そこから広が
る
「想像の世界」
「心地よい空間」
を伝えたいと、学校や各施設などを巡る活動
も行っている。
「あたたかく落ち着いた声で、
優しい時間をお届けします。」
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