
～ テノール 石福敏伸 Toshinobu Ishifuku ～ 

東京都出身。国立音楽大学声楽専修修了。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部修了。これまでに星洋二、黒田博、高田正人の

各氏に師事する。『こうもり』アイゼンシュタイン役、『チェネレントラ』ラミーロ王子役や『不思議の国のアリス』ハートのジャック

役を始め、数多のオペラやオペレッタに出演。第４回東大和市アンサンブルフェアー最優秀賞受賞。洗足フレッシュマン・シンガ

ーズ団員、Thanks!K オーケストラ合唱トレーナー。藤原歌劇団準団員。音楽表現団体 project Hello world 所属。 

～ ピアノ 河野真有美 Mayumi Kouno ～ 

武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科卒業。ウィーンやイタリアのカリアリ、ロンドンミュージックスクールのサマーセミナーに

参加、ディプロム取得し演奏会に出演。日本声楽家協会コレペティトール講座にて、森島英子氏に師事。フィレンツェにてコレ

ペティトール講座を受講、演奏会に参加。オペラ団体の専属ピアニスト、また声楽伴奏ピアニストとして活動している。 

 

～ ソプラノ 関根かおる Kaoru Sekine ～ 

上智大学短期大学部英語科・聖心女子大学教育学科卒業。社会人を経て昭和音楽大学短期大学部声楽コースを卒業。 

公益財団法人日本オペラ振興会オペラ歌手育成部修了。 

 

～ バリトン 倉内健人 Kento Kurauchi ～ 

奈良県出身。洗足学園音楽大学声楽コース並びに同大学院を首席で修了。平成 28 年度洗足学園音楽大学大学院グランプリ

特別演奏会にてグランプリ、審査員特別賞を受賞。オペラやオペレッタを中心に活動し、これまでに「こうもり」ファルケ、「メリ

ー・ウィドウ」ダニロ、「魔笛」パパゲーノ、「フィガロの結婚」伯爵、「セビリアの理髪師」フィガロ、「道化師」シルヴィオ、「カルメ

ン」エスカミーリョ等で出演。第九や宗教曲、ミュージカル等多方面にて活躍。声楽を牧野正人氏に師事。 

 

～ ソプラノ 佐藤智恵  Chie Sato ～ 

 

～ ダンサー 田中麻衣子 Maiko Tanaka ～ 

3 歳よりバレエを始める。国立バレエスタジオを経て、1994 年に川口ゆり子バレエスクールに入学。2001年に卒業。バレエ

シャンブルウエスト第 6 期生となる。2003 年に清里フィールドバレエに於いて『シンデレラ』で主役デビュー。その後も『くる

み割り人形』の金平糖の女王、『白鳥の湖』で主役を踊る。2015 年に現役を引退。その後もフリーで数々の舞台に出演。 

現在、田中麻衣子バレエスクール主宰。 

≪第 2 部 伯爵令嬢マリツァ ハイライト≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はご来場誠にありがとうございました。 

ムジカチェレステはみなさまにエンターテインメント・クラシック®を 

ご提供して参ります。 

 

 

 

 

Party Concert 

 

♪Greeting♪ 

  

本日はお忙しい中、株式会社ムジカ・チェレステの創立 5周年記念パーティにお越し頂き誠にありがとうございます。 

おかげ様でこの度、株式会社ムジカ・チェレステは 2019 年 5月 8日をもちまして、創立 5周年を迎える運びとなりました。この日を迎える

ことができましたのも、皆様の弊社の運営へのご理解、また厚いご支援と温かい激励の賜物と存じます。この場をお借りして心からの感謝を

申し上げます。これを機に、社員一同「エンターテインメント・クラシック®」音楽を通して、感動と生演奏の魅力を皆様にお届けするという使命

を貫く決意を新たに、より一層努力していく所存です。 

 さて、本日は第 1部に弊社登録アーティストによるお食事の BGM、第 2 部ではオペレッタ「伯爵令嬢マリツァ」特別ハイライトをお届けいたし

ます。おかげ様で弊社の登録アーティストも 300名を超え、日々さまざまな舞台で活躍しております。その中から、本日のために選りすぐりの

アーティストを揃えましたので、素敵な食事と会話を楽しみながらごゆっくりお過ごしください。 

オペレッタ「伯爵令嬢マリツァ」は弊社が創立後初めて上演した作品でございます。本作品の作曲者カールマーンのオペレッタのうち 3 作

品(伯爵令嬢マリツァ、チャールダーシュの女王、Miss シカゴ公爵)をレパートリーに持つ団体は日本で弊社のみと伺っております。令和元年は

さらにレハール作曲オペレッタ「メリー・ウィドウ」の上演を控え、より一層、日本ではまだまだ馴染みのないオペレッタ作品の上演、またエンタ

ーテインメント・クラシック®の普及に尽力させて頂きますので、皆様のご支援ならびにご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

本日は心ゆくまでお食事と音楽、そして交流をお楽しみください。 

株式会社ムジカ・チェレステ 代表取締役、ソプラノ歌手 佐藤智恵 

 

 

 

2019 年 5 月 11日 リストランテ・サバティーニ青山 

【主催】株式会社ムジカ・チェレステ 

【協賛】株式会社ジャパンウィンズ(ストローバイオリン提供) 

【発起人】山下直（弊社最高顧問、前東亜ディーケーケー株式会社代表取締役会長） 

 

 

 

 

ソプラノ。株式会社ムジカ・チェレステ代表取締役。チェレステ・スタジオ松濤オーナー。岡山県倉敷市出身。東京音楽大学卒

業、同大学院科目等履修生（声楽）修了。イタリア、日本、ドイツ、フランスの歌曲、オペラ、オペレッタを中心に、ミュージカルや

映画音楽などのジャンルも幅広くレパートリーにもつ。これまでに「ウエストサイドストーリー」マリア、「フィガロの結婚」スザン

ナ、「コジ ファン トゥッテ」デスピーナ、「愛の妙薬」アディーナ、「ルクセンブルク伯爵」ジュリエッタ、「チャールダーシュの女

王」シルヴァ、「Miss シカゴ公爵」メアリー・ロイド、「ラ・ボエーム」ミミ、「オペラ座の怪人」クリスティーヌ役等を演じる。佐藤智

恵ヴォーカル☆教室 主宰。2015 年三越劇場に宮本武蔵外伝 武蔵の母役で出演。2015 年 4 月 6 日カーネギーホール ロナ

ルド・オー・ペレルマン・ステージにデビュー。愛らしい舞台姿と透明感のある歌声、心に響く歌唱は、多くの観客を魅了してい

る。毎年地元倉敷でもコンサート企画を主催している。エンターテインメント・クラシック®の常設劇場設立を目指し、歌って踊っ

て演技ができ企画・プロデュースもできるエンターテインメント・クラシック®歌手。 

 



～ ピアノ 富永有里乃 Yurino Tominaga ～ 

国立音楽大学音楽教育学科卒業。コレペティートルコース、ピアノ指導者コースを修了。様々な学内演奏会や読売新

人演奏会等に伴奏で出演。日本大学大学院芸術学研究科博士前期過程ピアノ専攻修了。修了演奏会出演。在学時

より、声楽・器楽伴奏を中心に、ピアノ・合唱指導、音楽療法・リトミック助手、編曲等にて活動。BGM やイベント演奏を

多数努め、幼児教育や様々な音楽イベントの企画にも携わっている。Cafetalk 音楽講師。 

 

～ ピアノ 菊川夏未 Natsumi Kikukawa ～ 

武蔵野音楽大学を卒業後、同大学大学院を修了。都内を中心に演奏活動を行う傍ら、演奏会等の企画も手掛ける。 

ピアノソロだけではなく、伴奏での活動機会も多く、在学中より合唱やコンクール、シャンソン教室等で伴奏を行う。 

またレストランでの BGM 演奏など幅広く活動している。 

～ コントラバス 深町萌 Moe Fukamachi ～ 

武蔵野音楽大学卒業 桐朋学園大学研究科修了 プロオーケストラ・吹奏楽団にて研鑽を積みながら、クラシックだけ

でなく、ジャズ・タンゴ・ポップス等様々なジャンルでの演奏活動に取り組む。 また、指導者として全国各地に赴き講習

会を行うなど後進の指導にも力を入れている。 

 

～ ヴァイオリン 小野田さと Sato Onoda ～ 

４歳よりヴァイオリンを始める。桐朋学園大学卒業。第８回ヴェルデ音楽コンクール総合１位、グランプリ受賞。第６１回山

口県学生音楽コンクール大賞受賞。第１３回大阪国際音楽コンクール入賞。第２５回日本クラシック音楽コンクール全国

大会入選。テレビ東京「欅って、書けない？」、FM KITAQ ラジオ「マイライフ・マイビジネス」などメディアにも多数出

演。ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンに桐朋学園オーケストラとして出演。これまで、ヴァイオリンを三木妙子氏、石井志

都子氏に師事。室内楽を徳永二男氏、毛利伯郎氏、田崎悦子氏、山田富士子氏、漆原啓子氏、山崎信子氏に師事。 

 

♪ Concert Manu ♪ 

≪第 1 部≫ 

 ご挨拶       佐藤智恵  

 乾杯       コンサート発起人 ムジカ・チェレステ最高顧問 山下直様 

  お食事・ご歓談 

   

  ムジカ・チェレステ登録アーティストによる BGM生演奏 ～食事をお楽しみになりながらお聴きください～ 

♪C.ドビュッシー(1862-1918) 「小組曲」より 小舟にて 

♪H.マンシーニ(1924-1994) ひまわり 

♪N.ロータ(1911-1979) 道 

♪A.ピアソラ(1921-1992) オブリビオン 

♪P.チャイコフスキー(1840-1893) 「くるみ割り人形」より 花のワルツ 

♪F.ショパン(1810-1809) ノクターン Op.90-2 

♪R.シューマン(1810-1856) トロイメライ 

♪E.エルガー(1857-1934) 愛の挨拶 

♪P.マスカーニ(1863-1945) オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 間奏曲 

♪L.ハーライン(1907-1968) 星に願いを 

♪ナナ・ムスクーリ(1934-) アマポーラ 

♪E.モリコーネ(1928-) 「ニューシネマパラダイス」より メドレー 

♪葉加瀬太郎 情熱大陸 

  

≪第 2 部≫ 

カールマーン 作曲 オペレッタ「伯爵令嬢マリツァ」 ムジカ・チェレステ特別ハイライト 

( 訳詞 ： ⾓岳史 ) 

～あらすじ～ 

借金で無一文になってしまった若き伯爵タシロは、たった一人の妹に結婚の持参金を持たせてやろうと、身分を隠して農園で管

理人として働いていた。農園の領主である若き伯爵令嬢マリツァは恋を知らずに生きていたが、やがて管理人として極めて優秀

でありながら身分不相応に品格のあるタシロに心を奪われていく。タシロの妹リーザにプロポーズするジュパン男爵、美しく妖艶

なジプシー、そして踊りをジプシー・ヴァイオリンの音色にのせ、情熱的な愛の物語が今始まる。 

～出演者(配役)～ 

 

 

 

 

 

 

 ﾏﾘﾂｧ:佐藤智恵  ﾀｼﾛ:石福敏伸 ｼﾞｭﾊﾟﾝ:倉内健人 ﾘｰｻﾞ:関根かおる ﾀﾞﾝｻｰ：田中麻衣子 Vn.:小野田さと Pf.:河野真有美 

 

～途中休憩を頂きます～ 

 

♪ Cast ♪ 
≪第 1 部 BGM生演奏≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vn. : 小野田さと    Cb. : 深町萌    Pf. : 菊川夏未   Pf. : 富永有里乃 

～第 2 部の出演者プロフィールは裏のページに記載しております～ 

～今後のご案内～ 

○【本日先行お申し込み開始♪】 佐藤智恵 誕生日パーティーコンサート 

  浴衣で「美空ひばり」特集、ﾖﾊﾝ･ｼｭﾄﾗｳｽ 2 世作曲オペレッタ「ヴェネツィアの一夜」ハイライト 

8 月２５日(日) １７：３０- 屋形船あみ達 浅草乗船予定 

 後援会特別会員： 13,500  後援会一般会員： 14,500  超早割： 15,000  通常： 20,000 

○【6 月後半チケット開始予定】 オペレッタ「メリー・ウィドウ」 

日時：2019 年 10 月 8 日（火）１８：１５開場、１８：４５開演 会場：豊洲シビックセンターホール   

料金：プレミアム指定席 10,000（事前予約） 

   自由席 6,000（当日清算 7,000）    公演詳細・お申し込みはこちらから♪→ 

   学生席 3,500（当日清算 4,500）   皆様のご来場を心からお待ちしております 


