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	 	 サロン	 マンスリーコンサート	 Vol.87 

♪♪	 HATSUNE TORIO ♪♪	 

～ First  Spring  Live ～	 

日	 時：	 2013年5 月 16 日	 (木)	 開	 演：	 19:00	 (開場 18:30)	  
会	 	 場：	 YOSHUホール	 〒542-0081 大阪市中央区南船場 1-4-11	 モリビル 2階	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ◆会	 費◆全自由席	 (軽食＆ドリンク付)	 	 3000 円	 

                                ～	 ご予約承ります。下記にてお申込みくださいませ	 ～	 

	  
◇ program ◇ 

ｎｏｗ  ｔｈｅ ｔｉｍｅ     ｂｒｏａｄｗａｙ       枯葉       他 

◇ profile ◇ 
 

平倉 初音 (ピアノ) 中学3年生 

4歳の頃よりクラシックピアノを始め10歳の頃から ジャズピアノを始める。 
ジャズピアノを元岡 衛氏に師事。 
１１歳でピアノトリオバンドＨＡＴＳＵＡＴＳＵを結成し、 
高槻ジャズストリートや守口ジャズストリート等イベントで活躍中。 

 
  平倉博司 (ベース) 

高校時代からロックバンドでエレキベースを始め、その後JAZZの魅力と出会い 
ウッドベースに転向。 
20才からプロとしてLIVE活動をはじめ、数々のセッションをかさね     
スタンダードナンバーからR＆Bポップスまで幅広い音楽活動を行っている。 
大阪・神戸・京都を中心に、LIVE イベント ホテル レストラン等で活躍中。 

 
  落合智子  (サクソフォン) 

大阪音楽大学 音楽学部器楽学科卒業。サクソフォンを、赤松二郎、荒崎英一郎の 
両氏に師事。 
北九州音楽祭、全日本演奏家協会推薦コンサートに出演。 
関西フィルハーモニー管弦楽団とコンチェルトを協演。 
現在、後進の指導にあたる傍ら、クラシック～ジャズ・ポップスまで 
ジャンルを問わないライブ活動を積極的に行っている。	 

◆◆	 今後の予定	 ◆◆	 

	 	 	 	 Vol.88	 	 2013年	 	 6 月 20日(木)19:00～	 大阪ファゴッティーノ	 
（渡邊悦朗・首藤	 元・滝本博之）	 

	 	 	 	 	 	 Vol.89	 	 2013年	 	 7月 18日(木)19:00～	 デュオ夢街道	 
	 篠崎	 孝(Tp)	 &	 川浪浩一(Tub)	 

	 	 	 	 	 	 Vol.90	 	 2013年	 	 8月 22日(木)	 19:00～	 カレイドスコープ(ﾊﾞｰﾊﾞｰｼｮｯﾌﾟ)	 
	 

 
◆チケットのお問合せ･お申込みは下記までお願いいたします。 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 YOSHU(よしゅう)ホール 
	 	 	 	 	 	 	 〒542-0081	 大阪市中央区南船場 1-4-11	 モリビル 2 階	 

TEL	 	 06-6261-7827	 	 携帯	 	 090-8200-6294	 
FAX	 	 06-6261-7828	 	 	 
MAIL	 	 yoshu-hall@kta.biglobe.ne.jp	 

	 	 	 	 	 	 HP	 	 	 	 http://www.yoshuhall.info	 

	 

	 

	 

	 	 

	 	 



	 Y	 O	 S	 H	 U	 ホール	 	 

	 

２０１３年	 ５月のマンスリーコンサート	 

	 

春うらら・・・今月もまたフレッシュなお嬢さんが登場します。	 

小学生が奏でるジャズ！として活躍してきた HATSUNE ちゃんがもう中３に？！	 

なんと、彼女を中心とした「	 HATSUNE	 TORIO	 」で YOSHU ホールに初登場です!!	 

皆様！ビックリです！要チェックです！	 是非、ご自分の耳でお聴きください。	 

	 

	 

ご予約はお早めに！ 
 

 

 

～出演者より～ 

 

 

１０歳でバンド活動をやり始めて４年がたち 

数々のミュージシャンとのセッションを経て、 

音楽の楽しさがわかるようになってきました。 

                  平倉初音 

 

エレガントでスウィンギーなジャズを楽しませてくれる 

サックス＆ヴォーカルの落合智子と共に、 

超若手ピアニスト平倉初音（中学 3年生）とベーシスト平倉博司の3人の演奏で、 

ハートウォーミングな春のジャズをお楽しみいただきます。 

 平倉博司 
 

 

	 

～事務局より～	 

	 

   パパのベースとあつし君のドラムとで演奏する HATSUATSU（ハツアツ）の演奏を	 

	 	 	 初めて聴いたとき、彼女は小学 5 年生だったと思うのですが、いとも容易そうに	 

	 	 	 奏でる初音ちゃんのジャズピアノにくぎ付けになりました。	 

クラシックピアノにも真剣に取り組んで腕が上がっている彼女は、今や、ご指名が	 

かかるほどに成長し続けています。自由自在な演奏を	 是非	 体感してください！	 

落合智子さんの SAX＆VOCAL とパパのベースが彩りを添えてくださり、さらに、	 

聴き応えが増すことでしょう。	 どうか	 お聴き逃しなきよう・・・・！！！ 
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