野谷恵 と門下生 による コ ンサー ト2014 響
出演者 プ ロフ ィール
野谷 恵

東 和子

高木 礼子

奥野 裕佳子

チャリティーコン
サート出演。会社
員っ現在、野谷恵
氏に師事。

「在 住
東京者
チャリティー コンサ
ート、サンプラザ
主催カルチャーナ
イト他 出演,会 社
員 =東 京にて野 谷
恵氏 に師事

茨城 県在住。理学
療法 士,2009年 前
橋市「市民のうた
作由部門奨励賞受
賞 (前 橋市文化協
会主催 )。 現在、東
京にて、野谷恵氏
に自
巨。
雨月
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前 田 ゆり

永宮 千里

ヤマハ音楽教室シ
ステム講師を経て現
在市内にてピアノ、
エレクトーン教室を
主宰。現在、野谷恵
氏に師事。

金 俊文

田中 真美

医師 :2011年 、チ ャリティー
コンサー ト出演 〕
現在 、野 谷恵 氏 に師 事

チャリティーコンサート出演
2010年 より野谷恵氏に師事。

中村 誉子

野 田 舞子

須 田 道代

ヤマハ音楽教室 留萌で10年 講
師を経て現在陸別町の 自宅で
ビアノ教室主宰っ
現在、野谷恵氏に師事。

国際芸術連盟主催演奏会、サン
プラザ主催カルチャーナイト2009
他出演。ビアノ教室主宰.
現在、野谷恵氏に師事。

札幌大谷短期大学音楽科卒業。
同専攻科修了ぅカワイ音楽教室
講師を経て、現在、石狩市にて
ビアノ教室主宰。
チャリティーコンサート他出演ぅ
現在、野谷恵氏に師事.

戸田 舞

河合 佳恵

西原 留美

千葉大学教育学部中学校教員
養成課程音楽科卒業。 中標津
町にて ビアノ教室主宰ぅ同町
を中心に、親子向けのビアノ
コンサートなど 、子育て支援
に関わる音楽活動をおこなう。
現在、野谷恵氏に師事。

札幌大谷短期大学音楽科、浪速短
期大学通信教育部保育科卒業。チ
ャリティコンサート、サンプラザ
主催カ ルチャーサイト、ていね音
楽祭出演.ピ アノ教室主宰。玉光
堂カ ルチャースクール講師。ヤマ
ハPSTA会 員。児童発達支援・ 放課
後等デイサービス 非常勤指導員.

尚美学園短期大学ピアノ科卒業、
東京コンセル ヴァトアール 尚美研
究科修了後、ディプロマに進む。
専攻優秀賞受賞。 尚美コンクール
入選。東京で演奏活動後、札幌に
て演奏活動。国際芸術連盟主催演
奏会他出演。 ピアノ教室主催。道
新文化センター東急教室ピアノ講
師。現在、野谷恵氏に師事。

兄玉 歩

:1美 希
横り

紺屋 若子

国立音楽大学音楽学部器楽科
ピア ノ専攻卒業。 オース トリア
にてWENER Mヒ ISIKSEヽ lIN,AR
Meisterklasseilr Kla宙 erデ ィ プ ロ
マ取得。リ トミッ ク研究センタ

札幌 大谷短期大学音楽科卒
業,同 専攻科修 了:声 楽 、合
唱の伴奏を中心に、演奏活動.
ビアノ講師
現在 、野 谷恵氏に師事.

現在、野谷恵氏に師事。

日本 クラシ ッ ク音楽 コ ンクー ル
全国大会 入選.ヘ ゲデュシュ・
ピア ノコン クー ル優勝 ,PTヽ A
本選他、入賞.レ ス トラン主催
によるミニ リサイタ ル 、ヤ マハ
ミュージック・ ステージな ど、
多く の演奏会出演
1993年 より野 谷恵氏に師事

畔 田 亜加 理

高橋 理人

柴 香織

札幌 大谷大学短期 大学部音
楽科を経て同大学編 入学
同大学 卒業 i在 学 中より、ソロ、
器楽 、声楽 の 伴奏などでコン
サー ト出演」ヒアノ教室主宰
現在 、野谷恵氏に師事

北海道教育大学札幌校芸術文化
課程音楽卒業,エ コール・ノルマル
音楽院、ヴェルサイユ音楽院にて
学び、在仏ロシア大使館、ヴェルサ
イユ市200周 年記念等演奏活動。
第22回 日本クラシック音楽コンクール
全国大会入選.ピ アノを、Jラ ギャルド、
Sマ ルカロフ、Pチ グマノフスキー、
現在、野谷恵、室内楽を」Fゴ ンザ
レス各氏に師事。北海道フーゴー・
ヴォルフ協会、北広島音楽協会各
会員、エルム楽器講師。

名古屋音楽大学卒業 、同大学大
学院修 了,春 日井市音楽 コン ク
ール第 1位 及び中 日新聞社賞受賞.
万里の長城杯国際音楽 コンクー
ル第4位 ,長 江杯 国際音楽 コンク
ー ル第 2位 。名古屋音楽 コ ンクー
ル第3位 (1位 なし
日本クラシッ
ク音楽 コ ンクール全 国大会入選,
名古屋、大阪等で演奏会を開催。
2009年 より野谷恵氏に師事.

北海道芸術専門学校 ヒアノ科
卒業:同 専攻科 1多 了i楽 器店
音楽教室講師を経 て、現在ヒ
アノ教室主宰 :楽 器店講師
コンサー ト、Ra1lool演 奏会、
hnlahaヽ lusic Concert、 国際
ヽ
芸 lll連 盟主催演奏 会他出演 ‐
現在 、野 谷恵氏 に師事
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札幌大谷短期大学音楽科卒業。ロシアにてモスクワ音楽院 マスター クラス、ハ ンガリー にてリスト音楽 院マスタークラスを、いず
れもコンクール での受 賞 により受講 費 全額免 除で修 了。国内では東京 国際 マスター クラス、リスト音楽院セミナー 等修 了。大 阪
国際音 楽コンクールファイナル 入選 、日本 クラシック音楽 コンクール 全 国大会入選 .万 里の長城杯 国際音楽 コンクール 第 3位 、
キシュ国際 ピアノコンクール等 、十数 回の入賞を重ねる。札幌での7回 の
JILA(国 際芸術連盟 )音 楽 コンクール 第 3位 他 、ジュラ。
ソロリサイタル 、東京や 大 阪での入 賞者披露演奏会他 、各地 にて多数 の演奏会 に出演.複 数 のFMラ ジオ にて演奏放送。ケー
ブルTV出 演。演奏活動 30周 年記念リサイタル が音楽現代誌 にて好評を得る。現在 、札幌、東京 、大 阪にて、ピアノ奏法 と音楽
表現法 の指導も行 っている。第 22回 日本クラシック音楽 コンクール にて優秀指導者賞受 賞.
●2015年 1月 12日 (月 祝)サ ントリーホールブルーローズにて国際芸術連盟主 催「ニュー イヤー コンサ ー ト2015」 出演予定。

札幌大谷短期大学音楽科卒業。
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*野 谷 恵 ホームペ ージ 「愛 の夢第 3番 」 http://hOmepage2.nifty.com/Ainoyume/
*野 谷 恵 ブ ログ 「愛 の夢 のつづき 」http://ameblo.jp/shiawasedesu/
*You Tubeで 演奏を公 開しています。
*お 問合せ planoon@nl■ y.com
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