
●PDF入稿用ファイル作成手順

１． ・すべてのレイヤーを表示する
　   ・オブジェクトメニューで［すべてをロック解除］
　   ・オブジェクトメニューで［すべてを表示］

２．「効果」
　　　↓
　　「ドキュメントのラスタライズ効果設定」
　　　↓
　　・カラーモード：CMYK
　　・高解像度
　　・背景：透明
　　・オプション：未選択
　　　↓
　　　OK

３． このレイヤー「PDF版下作成…」以外のレイヤーロックを解除し
　　全て選択(Ctrl+A)
　　　↓
　　「オブジェクト」
　　　↓
　　「透明部分を分割・統合」
　　　↓
　　設定：「ベクトル100＋テキストアウトライン」
　　　↓
　　　OK
　　　↓
　　全て選択(Ctrl+A)を解除

４．「ウィンドウ」
　　　↓
　　「ドキュメント情報」
　　　↓
　　「特色オブジェクト」
　　　↓
　　「なし」を確認（あればCMYKに変換）

５．このレイヤー「PDF版下作成…」を非表示にし
　　「ファイル」
　　　↓
　　「別名で保存」
　　　↓
　　ファイルの種類：「Adobe PDF」
　　　↓
　　Adobe PDF プリセット：「プリントパック入稿用」
　　　↓
　　「設定内容」でエラー表示が無いか確認
　　（「ソースプロファイルを指定...」の警告は無視でOK）
　　　↓
　　　保存　　

第144回ムジカーザコンサート

漆原啓子(Vn), 近藤薫(Vn), 直江智沙子(Vn), 会田莉凡(Vn)
須田祥子(Va), 加藤大輔(Va), 金木博幸(Vc), 黒木岩寿(お話,Cb)

室内楽の夕べ

Kammermusikabend
～ 黒木岩寿プロデュースシリーズ Ⅳ 「最終回」 ～

オール・シューベルト・プログラム
　弦楽五重奏曲 ハ長調 D956
　弦楽四重奏曲 第14番 ニ短調 D810『死と乙女』 黒木岩寿版

※曲目は変更になる場合がございますので

開場 開演18:30 19:00

ムジカーザ
¥8,000
¥5,000

¥4,000
¥2,500

ビンゴパーティ付 / 終演後
コンサートのみ

2019.12.13.fri
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■ 出 演 者 紹 介

2019年12月13日(金) 18:30開場 19:00開演

■ お問い合わせ・チケット＜1回券＞申込み

ムジカーザ
tel : 03-5454-0054  fax : 03-5454-0053
mailto : piano@musicasa.co.jp

･三菱UFJ銀行  代々木上原支店 [普] 0471778
・ゆうちょ銀行  〇一九(ゼロイチキュウ)店 [当] 0549564
・郵便振替  00160-8-549564

各口座名義 : （有）ムジカーザ

¥8,000
¥5,000

¥4,000
¥2,500

ビンゴパーティ付 / 終演後
コンサートのみ *全席自由 *学生25歳以下

お名前・電話番号・券種・送付先住所 をご連絡の上、
チケット代金を下記までお振込みください。

* 振込手数料はご負担願います

●

※ムジカーザコンサートは年６回の開催です。１公演単位のチケット<１回券>のほか、お得な会員券もございます。 （2020年6回分会員券  個人: 40,000円, ペア: 70,000円, 法人: 要相談 ／パーティ付のみ）

　  今後のムジカーザコンサート
2020年シリーズ、第145～150回のラインナップ発表および会員募集受付は12月公開（ 11月公演は25周年記念特別コンサートとして開催予定）

151-0066 東京都渋谷区西原3-33-1

小田急線・千代田線「代々木上原」東口 徒歩2分
（京王新線[幡ヶ谷駅]南口 徒歩12分）

■ アクセス

幡ヶ谷

第8回ヴィニャフスキ国際コンクールにて最年少18歳、日本人初の
優勝と6つの副賞を受賞。 ハレー・ストリング・クァルテットとして
民音コンクール室内楽部門で優勝並びに斎藤秀雄賞を受賞。
常に第一線で活躍を続け、安定した高水準の演奏は音楽ファンのみ
ならず、指揮者、オーケストラ・メンバー等の音楽家の間でも非常に
高い信頼を得ている。

漆原 啓子  URUSHIHARA, Keiko [ヴァイオリン]

桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコース在学中に第81回日本音楽
コンクール第1位を受賞するほか多数のコンクールで優勝。小澤国際
室内楽アカデミー奥志賀に10年連続で参加するほか、宮崎国際
音楽祭、サイトウキネンオーケストラに毎年参加。ルーマニア国立
放送響、東京フィル、東響などと共演。また日本各地のオーケストラ
から客演コンサートマスターとして招かれる。川田知子氏とデュオ
CDをリリース。

会田 莉凡  AIDA, Ribon [ヴァイオリン]

桐朋学園大学を首席で卒業。 「報道ステーション」での生中継、
「題名のない音楽会」や「らららクラシック」のビオラ特集でもそれ
ぞれソロ演奏をフィーチャーされた。 東京フィル首席奏者、洗足
学園音楽大学講師。 ビオラ演奏集団「SDA48」を主宰。

須田 祥子  SUDA, Sachiko [ヴィオラ]

桐朋学園高校及び北西ドイツ音楽大学卒業。 第48回日本音楽コン
クール第2位。 第15回東京国際音楽コンクール第1位 及び斎藤
秀雄賞。 第1回シュトゥットガルト国際チェロコンクール最高位。 
スイス･ルガーノ放送響にて活動の後､1991年より東京フィルハー
モニー交響楽団首席チェリストに就任。

金木 博幸  KANAKI, Hiroyuki [チェロ]

東京芸術大学をアカンサス賞を受賞して卒業後、同大学院修士課程
修了。 芸大派遣により、ウィーンにてアルバン・ベルク、アマデウス、
ハーゲン等の弦楽四重奏団のメンバーに学ぶ。これまでに水野佐
知香、岡山潔、松原勝也、ヴォルフガング・マルシュナー、海野義雄の
各氏に師事。 全日本学生音楽コンクール、日本香港国際音楽コンクー
ル、刈谷国際音楽コンクール審査員。東京芸術大学、東京音楽大学 
非常勤講師。 東京フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター。

近藤 薫  KONDO, Kaoru [ヴァイオリン]

桐朋女子高等学校を経て桐朋学園大学を卒業。在学中より小澤征爾
音楽塾、サイトウキネン若い人のための勉強会、宮崎国際音楽祭、水戸
室内管弦楽団、JT室内楽シリーズ、東京のオペラの森、サイトウ・キネ
ン・フェスティバル松本、プロジェクトQなどに参加。  これまでに徳永
二男、シュテファン・ピカール氏に師事。 現在神奈川フィルハーモニー
管弦楽団第2ヴァイオリン首席奏者。

直江 智沙子  NAOE, Chisako [ヴァイオリン]

洗足学園音楽大学を首席で卒業。2005年～2014年10月まで群馬
交響楽団ヴィオラ奏者を務め、現在、東京フィルハーモニー交響楽
団副首席ヴィオラ奏者。 これまでにヴィオラを加藤晃、武生直子、
岡田伸夫の各氏に師事。室内楽を木越洋、岡田伸夫の両氏に師事。

加藤 大輔  KATO, Daisuke [ヴィオラ]

東京藝術大学卒業､同大学院修士課程修了。1987年安宅賞､88年
福島賞受賞。 2009年東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者に
就任。 桐朋学園芸術短期大学､洗足学園音楽大学､昭和音楽大学
講師。 「黒木岩寿の『文化人類学講座』」を企画立案し各地で開催。
2016年よりムジカーザコンサートの6代目プロデューサー、2019年
より長野市芸術館シーズン･プログラム･プロデューサーに就任。 

黒木 岩寿  KUROKI, Iwahisa [コントラバス･お話]
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