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MariaSeiren(Soprano・Tenor)

Special Guest

高見信行(たかみのぶゆき)

高橋誠（たかはしせい）

Violin

岡山県矢掛町生まれ。愛知県立芸術大学卒業後、現在は名古屋を拠点に
全国各地でライブを行う。東欧～スペインに分布する「ジプシー（ロマ）」の伝統音楽
にジャズの要素を取り入れた独自のジャンルを開拓し、高度なテクニックと多彩な即
興性、情熱的かつ哀愁漂う音楽性で注目を集め、年間 200 本を超えるライブ・コ
ンサートに出演。また作曲・編曲活動においても、国内外で高く評価されている。
2014 年 4 月から、CBC ラジオ「高橋誠の心音（ハート・ビート）」放送中。2017
年アイルランドの国宝級バンド「ザ・チーフタンズ」と共演。2018 年倉敷音楽祭に出
演。2018 年マヌーシュ・スタイルの最高峰ギタリスト、チャボロ・シュミットと共演。
2018 年 11 月、自身６枚目のアルバム【Pasqua と旅人】を発売。

Maria Seiren(マリアセイレン)
(Ｓｏｐｒａｎｏ・Ｔｅｎｏｒ)
声楽家 両声ヴォーカリスト(cantante ambavoce)
モデル Mondo Parallelo 歌劇団団長
Maria Seiren はソプラノとテノールを歌い分ける非凡な
才能を持った、両声ヴォーカリストです。
・2013 年 Maria Seiren プロジェクトを立ち上げ、
新作オペラ公演に向けて声楽・発音・演技の
本格的なトレーニングを開始。コシノジュンコ氏のファッ
ションショーなどにサプライズ出演。
・2015 年 12 月 23 日サントリーホール（ブルーローズ）で
東京ヴィヴァルディ合奏団との共演で声楽家として正
式デビュー。チケットは完売。
・2016 年 10 月 20 日日本橋劇場で YouTube 再生回
数 300 万回突破記念コンサートを開催し、チケットは
完売。
・2017 年 2 月 3 日～5 日ヤクルトホールで、能の作風を
ヒントにした新作オペラ「哀しみのシレーナ～禁断の恋
～」の世界初公演を一人二役で 3 日間 4 連続公演
の快挙を成し遂げる。
・2017 年 10 月 30 日新宿文化センター大ホールで「哀
しみのシレーナ～禁断の恋～」再演。
・2018 年 6 月 23 日トッパンホールで YouTube 再生回
数 1,000 万回突破記念コンサートを開催し、チケットは
完売。
・2017 年 10 月 30 日新宿文化センター大ホールで「哀
しみのシレーナ～禁断の恋～」再演。
・2018 年 6 月 23 日トッパンホールで YouTube 再生回
数 1,000 万回突破記念コンサートを開催し、チケットは
完売。
・2018 年 6 月 Mondo Parallelo 歌劇団を設立し、団長
に就任。
・2018 年 12 月 16 日 Mondo Parallelo 歌劇団旗揚げ
コンサート開催。
・2019 年に新作オペラ第 2 弾、2020 年に第 3 弾を公
開予定。
ソプラノとテノールの声を歌い分けるダイナミックで非凡
な才能に、各方面から注目を集め、性を超えた謎の
歌の精として、新作オペラや単独コンサートの他テレビ・
ラジオ・CM・企業イベント等に出演。

江島直之(えじまなおゆき)

Trumpet

岡山県矢掛町出身.2００９年、東京藝術大学音楽学部を経て、 ベルリン “ハ
ンス・アイスラー”音楽大学 及び、ロストック音楽大学大学院を最優秀にて修了。
ドイツ国家演奏家資格(マイスター)取得。第７５回日本音楽コンクールトランペット
部門にて第１位受賞。第１９回日本管打楽器コンクールトランペット部門第２位
受賞。ソリストとして東京フィル、神奈川フィル、岡山フィルなど国内外の様々なオー
ケストラと共演。現在、大阪フィルハーモニー交響楽団、横浜シンフォニエッタ、各団
員、財団法人地域創造登録アーティスト、洗足学園音楽大学 非常勤講師。

鳥越啓介(とりごえけいすけ)

Contrabass

エレクトリックベース・コントラバス奏者・作編曲家
岡山県玉野市出身。矢掛町は祖父の出身地。県立岡山工業高等学校へ入学
し、吹奏楽部でコントラバスを弾き始める。卒業後、三井造船株式会社玉野事業所へ
入社。社内楽団や地元のビックバンドなどで活動後、同社を退職し上京。
ジャンルにとらわれない幅広い演奏スタイルが認められ、近年では原田知世、加藤登
紀子、小柳ゆき、JUJU、SMAP、鬼束ちひろ、みやかわくん、山崎まさよし、椎名林檎
など様々なアーティストのレコーディングやツアーへ参加している。昨年の NHK 紅白歌合
戦では、椎名林檎のバックミュージシャンとして４度目の紅白出場を果たした。
ソロでの活躍も目覚ましく、2012 年コントラバス独奏オリジナルアルバム「The Hope of
All」を自主制作発表、好評完売。2016 年リオパラリンピック閉会式では、義足ダンサー
大前光市によるパフォーマンス時の音楽「原初の嘆き」を作曲、独奏し全世界に放送さ
れた。また、フランスで活躍中のパントマイマー奥野衆英と 2017 年に共演。劇「食虫花」
劇中音楽の作曲を手がけ、独奏とは思えぬ多彩な音楽を展開させる。2018 年に行わ
れたパフォーマンス劇 「太宰治 駆け込み訴え」では奥野晃士(語り)大前光市(ダンス)ら
と共演。劇中音楽の作曲を手がけるとともに、多くの観客を魅了させた。
繊細且つ大胆でハーモニーを感じさせるその演奏は、ベースという楽器の固定概念に
捉われず、独奏楽器としての可能性を限りなく繰り広げ、幅広い活躍へと繋がっている。

山野智子（やまのともこ）

Flute

矢掛町出身。東京藝術大学卒業。パリ、エコール・ノルマル音楽院を審査員満
場一致の首席で卒業。コンクールレオポルト・ペラン第一位など、フランスにおける
数々のコンクールに上位入賞。室内オーケストラ・テルマンのソリストとしてモーツァル
トのコンチェルト全曲をフランス各地で演奏。三枝成彰氏、池田理代子氏、国府
弘子氏、押尾コータロー氏、クミコ氏、テッド・ローゼンタール氏、ジュスカ・グランペー
ル氏など、日本を代表する国際的アーティストと共演。現在は音楽大学講師を経
て、クラッシック音楽を中心にジャンルを越えた演奏で活動中。2018 年からは東京
を拠点に渋谷のムジカーザ、けやきホール等で公演し、毎年のディナーコンサートで
も好評を博している。

Cello

桐朋学園大学卒業。同大学研究科、桐朋オーケス
トラ・アカデミー修了。その後ベルリンにて研鑽を積む。第
８回横浜国際音楽コンクール第 2 位。チェロを森純子、
倉 田 澄子 、菊 地知 也 、岩 崎洸、 Markus Nyikos 、
Laszlo Fenyo の各氏に、室内楽を,江島幹雄、北本秀
樹、小森谷泉、徳永二男の各氏に師事する。アンサン
ブルくらしき主宰。現在、くらしき作陽大学音楽学部特
別講師。

高橋恵理(たかはしえり)

Piano

愛知県立芸術大学音楽学部器楽科（ピアノ）卒
業。同大学院修了。これまでに AOCC 海外派遣コンク
ール最優秀演奏者賞、ピティナヤングピアノコンペティショ
ンＦ級全国大会入賞。第 2 回ロゼピアノコンクール一般
の部第 2 位等、多数の音楽コンクールに入賞する。現
在ソロ、室内楽の演奏活動をする傍ら、後進の指導も
行っている。桜花学園大学、名古屋短期大学、名古
屋経済大学非常勤講師。

