
 
 

 

 

 

 

      

 

開催日時 平成３０年４月７日（土）１３時～１４時 

※雨天時（旧大津留小学校 体育館で開催） 

開催場所 由布市庄内町南大津留 中尾 「口
くち

の原
はる

ふれあい広場」 

※会場への公共交通機関はありません。また、駐車スペースも限りがあります。乗り合わせ

等のご協力をお願いします。 

※大分方面からは、国道 210号線「由布市役所庄内庁舎前」を右折し、案内看板の指示でお

越しください。 

観覧料  無 料 ※会場内にライブ支援募金箱を設置しています。ご協力を(^O^) 

 

問い合わせ 

「桜の森」ＬＩＶＥ実行委員会 

Tel 097-582-1111（由布市役所内） 

https://www.facebook.com/567152636722579/photos/567156810055495/


 

Profile（抜粋） 樋口 了一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993年  

7 月 28日、東芝 EMI より SINGLE「いまでも」でデビューする。 

1st ALBUM『あの頃の君がいるなら』リリース。 

2003年 

3 月 5日、SINGLE「1/6の夢旅人 2002」をリリース、本格的にアーティスト活

動を再開する。 

MINI ALBUM 「lives」リリース。 

2009年  

9 月 23日、LIVE ALBUM「樋口了一 時計台アコースティックライブ」リリース。 

12 月 SINGLE「手紙～親愛なる子供たちへ」 

「日本有線大賞」では有線音楽優秀賞 

「第 51回日本レコード大賞」の優秀作品賞を受賞 

2010年 2月 17日、4th ALBUM「よろこびのうた」リリース 

2012年 11月 21日 6th Album「了 〜 はじまりの風 〜」リリース 

2014年 01月 15日 Best Album「ゴールデン☆ベスト」リリース 
09月 アイスランドに海外で初めてのポストマンライブを届ける 
手紙 〜 親愛なる子供たちへ で第 42回 日本有線大賞 有線音楽

優秀賞 第 51回 日本レコード大賞 優秀作品賞を受賞  

10月 29日 村上ゆきとのユニット、エンドレスライスを結成し、

「結婚写真」でデビュー 

 

http://www.teichiku.co.jp/artist/endless-rice/


Profile（抜粋） Ｄｉｅ Ｓｏｎｎｅ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像及びプロフィールについては各オフィシャルホームページ“より一部転用しています。 

 

国立音楽大学音楽学部ピアノ科卒業の宮崎大介と、東京音楽大学器楽

科卒業の宮崎陽子が 2008年にピアノデュオを結成。 

ドイツ国立シュトゥットガルト音楽大学大学院ピアノデュオ科を首

席で卒業した後、シュトゥットガルト音楽大学ではピアノデュオとし

て初となる同大学ドイツ国家演奏家資格コースに入学し、2013年

ドイツ国家演奏家資格を最優秀の成績で取得。 

これまでにピアノデュオとして日本国内、ドイツで様々な演奏会に出

演している。 

ピアノ研究グループ“ボワ・ラクテ”第１８回定期演奏会「バルトー

クの夕べ」にてNHK交響楽団、読売交響楽団の打楽器奏者と共演。 

2012年ドイツのブルーノ・フライ音楽協会よりブルーノ・フライ

音楽賞 2012(最優秀)を受賞し、受賞者コンサートに出演。 

2013年、ドイツにてピアノデュオとして CDデビュー。（ドイツ

で有名な音楽雑誌「ピアノニュース」に掲載され、高い評価を得る。） 

シュトゥットガルトオーケストラと２台ピアノで共演し、好評を博

す。 

オランダで行われた、アルメーレ国際室内楽コンクールにてファイナ

リストに選ばれる。 

北ドイツのプットブスでポーランドオーケストラと２台ピアノで共

演し、その模様がドイツ全土へラジオ放送された。 

オーストリアのペルトシャッハで行われたブラームス国際コンクー

ル室内楽部門で審査員特別芸術賞を受賞。 

ドイツにてピアノデュオとして 2枚目の CDを発売。 

練馬区主催によるファミリーコンサートに出演。 

ミューザ川崎シンフォニーホール主催によるMUZAランチタイムコ

ンサート／ナイトコンサート 2月に出演。 

コンパルホール開館 30周年記念コンサートに出演。 

大分銀行主催による湯布院復興支援コンサートに出演。 

これまでに南ドイツラジオ放送局、北ドイツラジオ放送局、ドイツラ

ジオ文化放送、オーストリア放送協会、OAB大分朝日放送、TOS

大分放送、OBSラジオ放送局などのメディア出演や、本格的なクラ

シックコンサートから学校公演、数々のイベントへの出演、他ジャン

ルのアーティストとのコラボなど、精力的に演奏活動を展開してい

る。  

 

 

  

Die Sonne さんのフレンド (0)  

ホーム 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%F1%CE%A9%B2%BB%B3%DA%C2%E7%B3%D8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%F1%CE%A9%B2%BB%B3%DA%C2%E7%B3%D8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%B4%B6%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%DC%BA%EA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%EC%B5%FE%B2%BB%B3%DA%C2%E7%B3%D8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%EC%B5%FE%B2%BB%B3%DA%C2%E7%B3%D8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%B4%B6%C8
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B7%A5%E5%A5%C8%A5%A5%A5%C3%A5%C8%A5%AC%A5%EB%A5%C8
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%B3%D8%B1%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%B3%D8%B1%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C7%A5%E5%A5%AA
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%B4%B6%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B7%A5%E5%A5%C8%A5%A5%A5%C3%A5%C8%A5%AC%A5%EB%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B7%A5%E5%A5%C8%A5%A5%A5%C3%A5%C8%A5%AC%A5%EB%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%B1%C2%E7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B1%E9%C1%D5%B2%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B1%E9%C1%D5%B2%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A1%BC%A5%B9
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B0%A5%EB%A1%BC%A5%D7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C4%EA%B4%FC%B1%E9%C1%D5%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D0%A5%EB%A5%C8%A1%BC%A5%AF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D0%A5%EB%A5%C8%A1%BC%A5%AF
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%A8%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D6%A5%EB%A1%BC%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%E9%A5%A4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%E9%A5%A4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%BB%B3%DA%BE%DE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%B5%A1%BC%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/2013%C7%AF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/CD%A5%C7%A5%D3%A5%E5%A1%BC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%BB%B3%DA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%BB%B3%DA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%C7%BA%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%BE%B2%C1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B7%A5%E5%A5%C8%A5%A5%A5%C3%A5%C8%A5%AC%A5%EB%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B7%A5%E5%A5%C8%A5%A5%A5%C3%A5%C8%A5%AC%A5%EB%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A5%E9%A5%F3%A5%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%BC%C6%E2%B3%DA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%BC%C6%E2%B3%DA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A1%A5%A4%A5%CA%A5%EA%A5%B9%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A1%A5%A4%A5%CA%A5%EA%A5%B9%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%CC%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D7%A5%C3%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DD%A1%BC%A5%E9%A5%F3%A5%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DD%A1%BC%A5%E9%A5%F3%A5%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E9%A5%B8%A5%AA%CA%FC%C1%F7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A1%BC%A5%B9%A5%C8%A5%EA%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C8%A5%B7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D6%A5%E9%A1%BC%A5%E0%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%AF%A1%BC%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%AF%A1%BC%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%BC%C6%E2%B3%DA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%BC%C6%E2%B3%DA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B3%BA%BA%B0%F7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B3%BA%BA%B0%F7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%DD%BD%D1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D4%A5%A2%A5%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/CD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CE%FD%C7%CF%B6%E8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CE%FD%C7%CF%B6%E8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A1%A5%DF%A5%EA%A1%BC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%A1%A5%DF%A5%EA%A1%BC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%E5%A1%BC%A5%B6%C0%EE%BA%EA%A5%B7%A5%F3%A5%D5%A5%A9%A5%CB%A1%BC%A5%DB%A1%BC%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DF%A5%E5%A1%BC%A5%B6%C0%EE%BA%EA%A5%B7%A5%F3%A5%D5%A5%A9%A5%CB%A1%BC%A5%DB%A1%BC%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E9%A5%F3%A5%C1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E9%A5%F3%A5%C1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%B5%A1%BC%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%B5%A1%BC%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CA%A5%A4%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CA%A5%A4%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/2%B7%EE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%D1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DB%A1%BC%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%B5%A1%BC%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%CA%AC%B6%E4%B9%D4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%CA%AC%B6%E4%B9%D4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%F2%C9%DB%B1%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%F2%C9%DB%B1%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%B5%A1%BC%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%EE%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%EE%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%CC%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%CC%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E9%A5%B8%A5%AA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E9%A5%B8%A5%AA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A1%BC%A5%B9%A5%C8%A5%EA%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A1%BC%A5%B9%A5%C8%A5%EA%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%A8%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%CA%AC%C4%AB%C6%FC%CA%FC%C1%F7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/TOS
http://d.hatena.ne.jp/keyword/TOS
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%CA%AC%CA%FC%C1%F7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E9%A5%B8%A5%AA%CA%FC%C1%F7%B6%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E1%A5%C7%A5%A3%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AF%A5%E9%A5%B7%A5%C3%A5%AF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AF%A5%E9%A5%B7%A5%C3%A5%AF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%B5%A1%BC%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%B5%A1%BC%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B3%D8%B9%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A4%A5%D9%A5%F3%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B8%A5%E3%A5%F3%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B8%A5%E3%A5%F3%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A2%A1%BC%A5%C6%A5%A3%A5%B9%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%E9%A5%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B1%E9%C1%D5
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B1%E9%C1%D5
http://profile.hatena.ne.jp/miyadai-6/friends?location=http%3A%2F%2Fprofile.hatena.ne.jp%2Fmiyadai-6%2Fprofile
http://profile.hatena.ne.jp/miyadai-6/friends?location=http%3A%2F%2Fprofile.hatena.ne.jp%2Fmiyadai-6%2Fprofile
http://www.hatena.ne.jp/
http://f.hatena.ne.jp/miyadai-6/?via=201007


 

 口の原ふれあい広場（桜の森公園） 

            

              至る別府・志高湖 

肥育センター 

                    旧大津留小学校 
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 至る 小野屋駅 

    至る長野 
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 ２１０号線 至る大分 

 由布市役所庄内庁舎 
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① 

② 

 

③ 


