
神戸酒心館ホール
〒 658-0044神 戸 市 東 灘 区 御 影 塚 町 1-8-17 WWW.ShuShinkan.coojp
●阪神電車 睦楯副周電 下車 石ヨ |1沿υヽこ南へ縦歩約 8分●阪神電車 陥馴  卜阜 タクシーで約5分

●阪急電車「六甲ワ遍 卜卑、タクシーで約 8分●」RR六甲箇側 下車、タクシーで約 5分

新在蒙交差点東明交差●■ ‐ ■ ‐国道 43号 1線/板
‐
神高速

「 さか ば や し」 に て お 食 事 を して い た だ く と、 ワ ン ドリ ン ク サ ー ビス !

コンサー トにご
｀
参力日のお客様 には当日、蔵の料亭 「さかばや し」でお食事されますと

ワン ドリンクサービスがご
｀
ざいます。こ

｀
予約の上、当日は入場チケッ トをご提示 ください。

・営業時間 昼 11:30～ 14:30(L.O.14:00)/夜 17:30～ 22:00(L.○ .21:00)
・さかばやし直通 丁EL:078-841-2612

※お酒は 20歳になつてから ※お車などでご来場の方、未成年者の方にはお酒をご提供できません
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大阪音楽大学大学院

オペラ研究室修了。

オペラでは「フイガ

ロの結婚Jフ イガロ、

伯爵、「コジ フアン・

トゥッテJド ン ア

ルフォンソ、「蝶 々

夫人Jシ ャープレス、

「カルメン」ダンカ

イロ、「ロメオとジュリエット」メルキュー

シオなど、多 くの公演に出演。また、ベー

トーヴェン「第九J、 フォーレ「レクイエム」

等のソリス トを務める。オペラを身近に感

じてもらう活動として、月ヽホール規模での

オペラや、日本語訳によるオペラを企画、

参加し、力を注いでいる。現在、ザ・カレッ

ジ・オペラハウス合唱団登録正団員、大阪

音楽大学演奏員、上方オペラエ房メンバー、

茨本市音楽芸術協会会員、堺シテイオペラ

会員

(1:[|][||1量 :‐‐:

大阪芸赫
卒業も

程前期卒

:1`蓄
『フイ|ガ,

辻川謙次氏、三原岡1氏にllT尋|■■■
=


