
主催・企画 / MOミュージック TEL:0467-44-1443

ニューヨークを拠点として21年。 ガーシュイン，バー
ンスタインからピアソラまで、南北アメリカを行き来
して演奏する小澤の軌跡をプログラムで！

　　   小澤 真智子 （ヴァイオリン）
　　　　   violin : MACHIKO OZAWA

　　　   霜浦 陽子 （ピアノ）
　　　　　   piano : YOUKO SHIMOURA

4/21(sun)
横浜美術館  レクチャーホール
14:00 開演 (13:30開場) 4,000円 〈全席自由〉

  4/23 (tue)
　スタインウェイサロン東京・
　松尾ホール ※2回公演
    14:00 開演 (13:30開場) 4,000円 〈全席自由〉
　 19:00 開演 (18:30開場) 4,000円 〈全席自由〉

Program
グアスタビーノ：プレセンシア 
　Guastavino: Las Presencias No.7 ROSITA IGLESIAS
ミヨー：ワニの踊り
　Milhaud: Danses de Jacaremirim
バーンスタイン：ウェストサイドストーリーより
　Bernstein: a song from West Side Story
ガーシュイン：パリのアメリカ人
　Gershwin: An American in Paris 
ピアソラ：タンゴの歴史
　Piazzolla: Histoire du Tango　他
　（曲目は演奏者の都合により変更になる場合があります）

ＮＹで5年間「インポルタンゴ」の共演仲間だった小澤
とTully。 今春、ＮＹとアルゼンチンから日本で再会。
5年ぶりの共演！

　　   小澤 真智子 （ヴァイオリン）
　　　　   violin : MACHIKO OZAWA

　　　   アダム・タリー （ギター）
　　　　　     guitar : ADAM TULLY

4/27(sat)
鎌倉芸術館  集会室
19:00 開演 (18:30開場) 4,000円 〈全席自由〉

　4/28 (sun)
　 松葉ヶ谷 妙法寺（苔寺）
　  14:00 開演 (13:30開場) 4,000円 〈全席自由〉

　Program
　ピアソラ：タンゴの歴史
　　Piazzolla: Histoire du Tango
　プラザ：ダンサリン
　　Plaza: Danzarin
　ビヨルド：エル・チョクロ
　　Viloldo: El Choclo
　タリー：ワルツ・ミオ（私のワルツ） 
　　Tully: Vals  Mio　他
　　 （曲目は演奏者の都合により変更になる場合があります）

南・北アメリカへ

南 ・ 北 ア メ リ カ の 旅 ど っ ぷ り と ！ タ ン ゴ の 旅
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小澤 真智子（ヴァイオリン）
アダム・タリー（ギター）

　 
小澤 真智子（ヴァイオリン）
霜浦 陽子（ピアノ）

4/21 (sun)
横浜美術館  レクチャーホール
14:00 開演 (13:30開場)　4,000円〈全席自由〉
横浜市西区みなとみらい3-4-1
TEL：045-221-0300（代表）
みなとみらい線 「みなとみらい」 駅 〈3番出口 〉　徒歩3分
JRまたは横浜市営地下鉄 「桜木町」 駅　徒歩 10分

〈チケット販売〉
MOミュージック　イープラス　島森書店　
たらば書房　有隣堂藤沢店

4/23 (tue)
スタインウェイサロン東京・松尾ホール
※2回公演
14:00 開演 (13:30開場)　4,000円〈全席自由〉
19:00 開演 (18:30開場)　4,000円〈全席自由〉
千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビルB1
TEL：03-3539-1711 
日比谷線または千代田線「日比谷」駅 A9出口 直結
JR 「有楽町」駅 日比谷口　徒歩 5分

〈チケット販売〉
MOミュージック　イープラス

4/27 (sat)
鎌倉芸術館  集会室
19:00 開演 (18:30開場)　4,000円〈全席自由〉
鎌倉市大船6-1-2　TEL：0467-48-5500
JR「大船」駅 東口　徒歩10分

〈チケット販売〉
MOミュージック　イープラス　
鎌倉芸術館1階インフォメーション　島森書店　
たらば書房　有隣堂藤沢店

4/28 (sun)
松葉ヶ谷 妙法寺（苔寺）
14:00 開演 (13:30開場)　4,000円〈全席自由〉
鎌倉市大町4-7-4 　TEL：0467-22-5813
JR「鎌倉」駅より京急バス③番　「名越」下車  徒歩3分

〈チケット販売〉
MOミュージック　島森書店　たらば書房　有隣堂藤沢店

●お問合せ
MOミュージック TEL：0467-44-1443
●チケット販売窓口
MOミュージック TEL：0467-44-1443　有隣堂藤沢店 TEL：0466-26-1411
たらば書房 TEL：0467-22-2492　イープラス http://eplus.jp/　島森書店
鎌倉芸術館１階インフォメーション

アダム・タリー  ADAM TULLY （ギター）
ギタリスト、作曲家。ニューヨーク出身。ニューヨーク大学（NYU)そしてニュースクール・マネス音楽院卒業。
2002年、カーネギーホールにてPort Angeles Symphonyと共演しソロデビュー。その後、アルゼンチン・ブ
エノスアイレスに渡り、タンゴをAnibal Arias師に学ぶ。タンゴ・ギタリストとしてニューヨークのタンゴシー
ンで活躍。　Octavio Brunetti, Daniel Binelli, Raul Jaurena等と共演する。2014年、米リード大学におい
て、「音楽家のためのタンゴ」( Tango Para Musicos )でファカルティとして参加。アダム・タリー・トリオを
結成し、2017年エプサミュージックよりアルバムをリリース。アルゼンチンやアメリカのフェスティバルに参
加。現在、ブエノスアイレス在住。

霜浦 陽子 YOUKO SHIMOURA （ピアノ）
神戸市出身。フェリス女学院中学校在学中に渡英。ロンドンのパーセル音楽院卒業後、ギルドホール音
楽院ソロ演奏家コース専攻。在学中よりヨーロッパ各地で演奏活動を行い、数々の国際コンクールに
入賞。ポーランドのユーロピアン・モーツァルト・アカデミーにて室内楽を専攻し、ワルシャワ、プラハ
など東欧各地の音楽祭に参加。これまでに、宗施月子、故B・カプラン、N・セレダ、A・エステルハージ、故
V・ゴルノスタエヴァ、S・プロティッチの各氏に師事。
ヤマハマスタークラス、昭和音楽大学非常勤講師として後進の指導にあたる。現在、愛知県知立市在
住。パティオちりゅう登録アーティスト。

小澤 真智子 MACHIKO OZAWA （ヴァイオリン）
東京芸術大学卒業後、ロンドン・ギルドホール音楽院にてアーティスト・ディプロマ、ニューヨーク・
ジュリアード音楽院にて修士号取得。タングルウッド、アスペンを始めとする海外の音楽祭に奨学生
として参加、卒業後、メキシコ・シナロア州立交響楽団第一コンサートマスターとしてメキシコで活躍。

2002年

2011年
2015年

2017年

2018年
2018年

ヴァイオリンを、故田中千香士、清水高師、清水厚師、外山滋、和波孝禧、故坂内牧子、霜佐紀子、故Yfrah Neaman, Lewis Kaplan，川崎
雅夫の各氏に、室内楽をJonathan Feldman , Earl Carless , Eugene Becker , Joseph Kalichsteinの各氏に師事。

米アーティストインターナショナル主催コンクールで優勝、カーネギーワイルリサイタル
ホールでソロデビュー
待望の初アルバム「URABN TANGO TRIO」をリリース。
米ワシントンDCのS&R財団のアーティスト・イン・レジデンスとして、DCを拠点に活躍。
ケネディーセンターのミレニアムステージ出演、ワシントンバレエとの共演、そして、NOW 
(New  Orchestra Of Washington)とピアソラの四季を共演 等、活動を展開。
マレーシアのクアラルンプールにて教会音楽を中心としたマレーシア オーケストラのコン
サートマスターとしてベートーベン第９、荘厳ミサ曲を演奏する。
日経ミューズサロン「小澤真智子旅するヴァイオリン タンゴ＆ビヨンド」公演。
初のソロアルバム「Mi Oblivion」を全米でリリース。
NYブルーノートにて「MACHIKO OZAWA TANGO TRIO」として出演。

南・北アメリカの旅 どっぷりと！タンゴの旅
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