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	 	 サロン	 マンスリーコンサート	 Vol.89 

☆Duo夢街道  篠崎孝(Tp) ＆ 川浪浩一(Tb)☆	 

～ 最 高 で 最 低 な 饗 宴 ～	 

日	 時：	 2013年7 月 18 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 ◇ 

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ  /  インベンション より 
レナード・バーンスタイン  /  ウエスト サイド ストーリー 

夏の歌 メドレー 

◇ profile ◇ 

Duo夢街道 
大阪フィルのメンバー、トランペットの篠崎孝とチューバの川浪浩一で、2009年に結成された、おそらく世界初のトランペットとチューバのデュエット団体である。 
これまでに、堺市ロビーコンサート、マグノリアホールサロンコンサート、ピアジュリアンナイトライブ、大阪クラシック、小学生の為のコンサートなど、 

年に2.3回の公演を行っている。 

古典の作品から、現代曲、ジャズ、アニメソングからゲーム音楽など、幅広いレパートリーを自ら開拓、編曲し、お喋りを交えながらアットホームな雰囲気で演奏
している。 

篠崎 孝 (トランペット) 
神奈川県出身。2008年、洗足学園音楽大学卒業。 

第78回、読売新人演奏会に出演。 

第81回日本音楽コンクールトランペット部門第1位、Ｅ.ナカミチ賞受賞。 
2008年より、大阪フィルハーモニー交響楽団首席トランペット奏者。 

これまでにリサイタルを、神奈川、静岡、徳島、各都市で開催。 

J.N.フンメルの協奏曲を、東京フィルハーモニー交響楽団、 
J.ハイドンの協奏曲を、徳島文理大学オーケストラと共演。 

トランペットを、津堅直弘、栃本浩規、高橋敦、杉本正毅、各氏に、 

室内楽を、秋山鴻市氏に師事。 
徳島文理大学、洗足学園音楽大学、非常勤講師。 

関西トランペット協会理事。 

金管合奏団「宴」、ブラスアンサンブル匠、ORIENT BRASS QUINTET、デュオ夢街道、各メンバー。 

川浪 浩一 (チューバ) 
福岡県出身。 
2006年相愛大学音楽学部を卒業。 

同大学卒業演奏会、読売新人演奏会、関西新人演奏会などに出演。 

北九州国際音楽祭に参加。 
2007年大阪フィルハーモニー交響楽団にトップ奏者として入団。 

2009年アフィニス夏の音楽祭に参加。 

これまでにチューバを、緒方文則、唐川集三、吉野竜城の各氏に師事。 
相愛大学、大阪国際滝井高等学校、華頂女子高等学校各非常勤講師。 

◆◆	 今後の予定	 ◆◆	 

	 	 	 	 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)	 

	 	 	 Vol.91	 	 2013年	 	 9月 19日(木)	 19:00～	 蒲生祥子(Pf)	 
	 	 	 Vol.92	 	 2013年	 10月 17日(木)	 19:00～	 調整中	 
	 	 	 Vol.93	 	 2013年	 11月 21日(木)	 19:00～	 坂本	 環(Sp)	 
	 

◆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	 ７月のマンスリーコンサート	 
	 
	 

夏です！７月マンスリーは、暑く、いや、熱くて楽しい公演です！	 

若くして大阪フィルハーモニーのトップ奏者に就任し活躍するトランペットの篠崎	 孝さんは、	 

昨年の日本音楽コンクールの覇者でもあります！	 

一方、審査員が低音障害に陥るぐらい最多の応募者から選ばれたチューバの川浪さん！	 

その高い技術力と音楽性バツグンのお二人のコンビで演奏される音楽は、バロックからゲーム	 

音楽など多岐にわたり、ほのぼのした曲紹介や軽妙なやりとりも楽しいコンサートです。	 

木の香りと漆喰壁の YOSHU ホールに響くトランペット&チューバの二重奏を	 是非	 あなたも	 

ご来聴ください！もちろん、ソロもあります！	 

	 

	 

	 

	 

	 

ご予約はお早めに！ 
 

 

 

～出演者より～ 

 

 

なにが最高で最低なのかは、来てのお楽しみ！ 

                           

Duo 夢街道 

 
 

 

	 

～事務局より～	 

	 

	 

  「Duo 夢街道」……	 素敵な名前ですね。	 

トランペット＆チューバの珍しい組合わせの二重奏！	 

しかも、気さくな人柄で感じの良いお二方！	 どこでも拍手喝采！	 

今回の為に、アッと驚く曲を用意されてるようで、ほんとにワクワクします！	 

涼しい YOSHU ホールでホットな演奏をお楽しみください。	 
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