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	 サロン	 マンスリーコンサート	 Vol.93 

坂本環ソプラノリサイタルル	 
～日本の心をうたう～  田中一花	 (Pf)	 

日	 時：	 2013年11 月21 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 ◇ 

  荒城の月・出船・浜千鳥・浜辺の歌・城が島の雨  他 

◇ profile ◇ 
■坂本 環 ( さかもと たまき / ソプラノ ) 
武庫川女子大学音楽学部卒業。 
関西歌劇団「カヴァレリア・ルスティカーナ」のサントゥッツァでデビューし、 
「リゴレット」「ドン・ジョヴァンニ」「ラ・ボエーム」「トロヴァトーレ」「アイーダ」 
「コシ・ファン・トゥッテ」「運命の力」「小宰相の結婚」「蝶々夫人」など 
関西歌劇団のプリマとして活躍後、神戸アーバンオペラの公演にも主演。 
第九・宗教曲のソリストとして大阪フィル、京響、関西フィル、大阪センチュリー等 
との共演も多い。 
常に安定した歌唱で、好評を博している。 
テレビ大阪、毎日放送、ラジオ関西、又、海外でも演奏会を行っている。 
2013年神戸・天津友好都市提携４０周年記念公演 歌劇「夕鶴」のつう役を 
神戸と天津にて演じ、大好評を得る。 
‘94年ビクターからCD「竹取物語」貴志康一作品集をリリース。 
全日本毎日学生音楽コンクール西日本第1位。 
音楽クリティック・クラブ新人賞、神戸灘ライオンズ音楽賞、ブルーメール賞、 
大阪文化祭奨励賞受賞。 
神戸音楽家協会、神戸芸術文化会議各会員。 
武庫川女子大学音楽学部教授。 
 

■田中 一花 ( たなか いつか / ピアノ ) 
2003年武庫川女子大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業。翌年 同大学音楽専攻科修了。 
2008年 パリ・エコールノルマル音楽院演奏課程修了。 
関西新人演奏会、同大学新人演奏会、兵庫県新人演奏会、京都芸術祭デビューコンサート等出演。 
ニース夏期国際アカデミー、霧島国際音楽祭、クールシュベールアカデミー等、国内外の講習会 
にてディプロマ取得。 2009年関西フィルハーモニー管弦楽団と協演。 
和歌山・飯塚・吹田等のコンクールにて優秀な成績を受賞のほか、 
第２回横浜国際音楽コンクール フランツ・リスト賞授賞。 
第８回大阪国際音楽コンクール コンチェルト部門にて第１位、及び、兵庫県知事賞を授賞。 
第５回神戸新人音楽賞コンクール ピアノ部門にて最優秀賞受賞。 
今までに、小梶由美子、鞍井博子、故 井上直幸 中沖玲子、ボリス・ベクテレフ各氏に師事。 
現在、武庫川女子大学文学部教育学科非常勤講師 並びに 同大学オープンカレッジ伴奏要員。 

武庫川女子大学附属中・高等学校音楽教室講師。神戸音楽家協会会員。 

 

◆◆	 今後の予定	 ◆◆	 

	 	 	 	 

Vol.94	 	 2013 年	 12 月 19日(木)	 19:00～	 	 
合唱集団トスカ(声楽アンサンブル)	 

	 
◆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１１月のマンスリーコンサート	 

	 

秋らしい日々の 11月です。	 

昨年の公演が大好評でリクエスト続出だった坂本	 環さんに	 

今年は、秋に出演していただくことが叶いました。	 

小柄な身体から溢れる情感が心に響くのが心地よく、今から楽しみです。	 

既に、早くも予約がきています。	 

早い目のお申し込みをお勧めします。 

	 

	 

ご予約好評承り中！ 
 
 
 
 

 
 

～出演者より～ 

 

昨年に続き、 

今年もまた、ＹＯＳHU ホールで演奏させていただくことになりました。 

前回と同様 誰もが知っている また、一度は口ずさんだことのあるかもしれない 

日本のうたを中心に歌わせていただきたいと存じております。 

日常生活を忘れ、ほっこりとした一時をお楽しみ頂ければ幸いでございます。 

 

                                          坂本 環 

 

 
  

 

 

～事務局より～ 

	 

	 

	 	 	 日本には美しい四季の移ろいがあり、日本語には得も言われぬ	 	 

豊富なニュアンスがあります。	 

ですが、喉を閉めて発音する言語ゆえ歌い手は苦労します。	 

日本歌曲は難しい…と言われる由縁かもしれません。	 

定評ある環さんの日本歌曲！	 

今夏の「夕鶴」もとっても素敵でした。	 

心に沁みる歌に貴方も癒されてください。	 
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