
 

 

  

日本を代表するフォルテピアノ奏者、小倉貴久子先生が、 
ショパンが活躍した 19 世紀の世界へ みなさまをお連れします♪ 

 

体験型ミュージアム｢菰野ピアノ歴史館」にて ショパンを取り巻く当時の状況、
モダンピアノとのアプローチの違いなどの解説も交えお届けします。 

 最後には体験コーナーも！ 
観て・聴いて・触れて楽しい! 知って納得！のセミナーです。 

講師：小倉貴久子 先生 プロフィール Kikuko Ogura   

東京藝術大学を経て同大学大学院ピアノ科修了。アムステルダム音楽院を特別栄誉賞付き首席卒業。第 3 回日本モーツァルト音楽コンクールピアノ部門第 1 位。

1993 年ブルージュ国際古楽コンクールアンサンブル部門第 1 位。95 年同コンクールフォルテピアノ部門で第 1 位と聴衆賞受賞。『クラシック倶楽部』『ららら♪

クラシック』『カルチャーラジオ 芸術の魅力』など TV、ラジオへの出演も多い。浜松市楽器博物館コレクションシリーズの録音やコンサートでの演奏も高い評価

を得ている。これまでに CD を 50 点以上リリース。それらの多くが朝日新聞、読売新聞、毎日新聞や「レコード芸術」誌等で推薦盤や特選盤に選ばれている。著

書に『ピアノの歴史』（河出書房新社）。校訂楽譜『ソナチネ音楽帳 前期・後期』（音楽之友社）『ジュスティーニ：12 のソナタ集 第 1、2 巻』『バロック名曲集』

（カワイ出版）。共著や監修に『よくわかるピアニスト呼吸法』『すぐわかる！4 コマピアノ音楽史』（ヤマハミュージックメディア）。シリーズコンサート「小倉貴久

子の《モーツァルトのクラヴィーアのある部屋》」全 40 回完結。平成 24 年度文化庁芸術祭レコード部門〈大賞〉、第 30 回ミュージック・ペンクラブ音楽賞 クラシ

ック部門【独奏・独唱部門賞】、第 48 回 ENEOS 音楽賞 洋楽部門奨励賞、令和 3 年度下總皖一音楽賞受賞。第 86〜88 回日本音楽コンクールピアノ部門の審査員を

務める。北とぴあシリーズ【小倉貴久子と巡るクラシックの旅】と、自主企画シリーズ「小倉貴久子《フォルテピアノの世界》」を好評開催中。フォルテピアノ・ア

カデミーSACLA 主宰。東京藝術大学及び、東京音楽大学非常勤講師。https://www.mdf-ks.com 
 

 

日時：2022 年 9／24（土）①11:00~12:45 ②14:30~16:15 

  
   オンデマンド配信…10/5~予定   
 

会場：菰野ピアノ歴史館（三重県三重郡菰野 8474–181 TEL 059-324-4348）  
アクセス ◆電車…近鉄『湯の山温泉駅』下車、徒歩 5 分  

◆車 …新名神「菰野インター」から 5 分 
◆バス…名古屋駅・名鉄バスセンターから 高速バス 湯の山温泉・御在所ロープウェイ行 約 1 時間「保養所前」下車 すぐ。 

 
受講料 ♪当日会場での受講  学生 2,500 円 ／ ショパン協会会員 3,000 円 ／ 一般 3,500 円 

※別途 入館料 500 円が必要です。ご入館時に現金にてお支払い下さい。（高校生以下は 400 円） 
 

♪後日オンデマンド配信  ショパン協会会員 1,500 円 ／一般 2,000 円（10/5 ～配信予定） 

※別途 チケットペイのシステム使用料 300 円が必要です 

 
お支払い方法 当日受講：事前お振込み（振込先：裏面）または 当日現金にてお支払（おつりの無い様ご協力ください。）  

オンデマンド配信：チケットペイにて   いずれもご入金後、個人都合による返金は出来かねますのでご了承ください 

 

お申込み方法 当日受講 いずれかの方法で 

・右 QR コードから⇒  
・カワイ名古屋店頭 
・TEL 052-962-3939 
・FAX 052-972-6427 

 

主催：問い合わせ 日本ショパン協会中部支部 事務局（カワイ名古屋内 052-962-3939㈹） 

日本ショパン協会中部支部 第 90 回例会 

お名前（フリガナ） ：          

お電話番号 ：   メールアドレス： 

お支払い方法： 事前振込 ／ 当日現金    

チケット区分 ： 時間 ①11:00~ ・ ②14:30~ ／  学生 ・ ショパン協会会員 ・ 一般   

           

     

♪使用予定フォルテピアノ 

ジョン・ブロードウッド（スクエアピアノ）1820 年製、ジョン・ブロードウッド 1822 年製、 

プレイエル（アップライト）1865 年製、ハイツマン 1882~1910 年製、ベヒシュタイン 1899 年製 

 
♪予定曲目 ショパン：ワルツ、マズルカ 、ノクターン、バラード、ポロネーズ など 

ほか ショパンが大きな影響を受けた作曲家 フィールド、カルクブレンナー、フンメルの作品もご紹介！ 

≪当日受講≫ 

FAX、カワイ名

古屋 店頭での

お申込みフォ

ーム ⇒ 

各回 約 30 名の定員・同一内容の 2 回講演です。 

※一部変更になる可能性もございます 

オンデマンド配信（10/5~配信） 

チケットペイにて 

7 月 12 日より販売開始 
チケットペイのマイページに配信先リンクを

連絡いたします 
 

 

ショパンの生きた時代 
~当時のピアノと タイムスリップ！~ 



 

 

 

 

 

ホテルウェルネス鈴鹿路 
（休業中） 

臨時駐車場 

会場詳細 

 
日本ショパン協会中部支部 事務局  

〒460-0003 名古屋市中区錦 3-15-15 カワイ名古屋内 

TEL 052-962-3939㈹ FAX 052-972-6427（いずれもカワイ名古屋共通） 

日本ショパン協会（東京・1960 年設立。現会長：海老彰子氏）を中心として組織されており、その中部支部として 1984 年
に設立されました。カワイ名古屋内に事務局を置き、設立以来、30 年以上にわたって隔年開催のコンクール事業のほか、
公開講座や公開レッスンなどを開催してまいりました。現在 東海・北陸地方の音楽学校の先生方を中心に愛好家の方ま
で約 80 名の会員で構成されています。（会長:兼重直文氏・副会長:上野栄美子氏） 

2023 年 5 月~、第 18 回中部ショパンピアノコンクール開催予定。 
ご入会は随時承ります。詳細は事務局までお問い合わせください。 

アクセス 
 
電車  近鉄『湯の山温泉駅』下車、徒歩 5 分（「近鉄 四日市駅」下車、近鉄湯の山線 に乗り換え 四日市駅から約 30 分程度です） 
 
車  新名神『菰野インター』から 5 分  

（菰野ピアノ歴史館 東隣に臨時駐車場あり（休業中のホテル「ウェルネス鈴鹿路」の駐車場） 
 
バス バス停『保養所前（三重県菰野町）』下車すぐ 
・名古屋駅「名鉄バスセンター」（３F 2 番乗り場）から 高速バスで 約 1 時間 

名古屋－湯の山高速線（三重交通）「湯の山温泉・御在所ロープウェイ前方面」行 

   （例 8:45 名古屋発 9:46 保養所前着、 16:51 保養所前発 17:55 名古屋着） 

※運行状況は変わる場合がございますので、最新の状況は  

三重交通 四日市営業所 TEL.059-323-0808 へお問い合わせください 

・近鉄「湯の山温泉駅」から三重交通 路線バス 

「湯の山温泉・御在所ロープウェイ前方面」行 約 1 分 

菰野ピアノ歴史館 
三重県三重郡菰野 8474–181  
TEL 059-324-4348  

当協会について 

P 

ゆうちょ銀行 〇八九（ゼロハチキュウ）店  

当座 0041216 日本ショパン協会中部支部 宛  

※名義は受講者名にて、可能な場合は連絡先 TEL をお書添え下さい。振込手数料はお客様にてご負担ください。 
また、支払い証明となるものを保管ください。 

※オンデマンド配信をご希望の方はチケットペイからお申込み・お支払い下さい。 

当日受講費のお振込み先 


