
対象 : ピアノ学習者　　　ソナチネ以上
 バイオリン学習者　個人レッスン３年以上
 チェロ学習者　　　個人レッスン３年以上
 室内楽未経験者も歓迎
目的 :  ピアノトリオの経験とアンサンブルのためのスキル向上
期間 :　 2017 年 12月 26日 ( 火 ) ～ 30 日 ( 土 )
内容 :　 12/26 ～ 29, 各日バイオリニストとチェリストとのプライベート・
 リハーサル（45分程度）、コーチング指導有り。
 12/30 サンノゼ・トリアノンシアター大ホールにてファイナルコンサート
場所 :　 Nagisa Ariza Piano Studio, Cupertino
費用 :　 $300 （リハーサル及びコーチング、ファイナル・コンサート費含む）
申し込み :　所定のフォームに記入の上、会費とともに提出。11月末〆切

詳しい内容についてのお問い合わせ・
ご質問等、またピアノレッスンに
ついてはお気軽に

有座　悠仁
（バイオリニスト）
ジュリアード音楽院
卒。元サンフランシ
スコ・ユース・オー
ケストラのコンサート

マスター。カーネギーホールデビュー 
2008 年、2013 年、ナショナル・ヤングアー
ツ ・ウィナー。エル・カミノ・ユースシンフォ
ニーのソリストとして、ヨーロッパ・ツァー
に同行、ザルツブルグのモーツァルテウム
大ホールを始め、ブダペストのバルトーク
ホール、ブラティスラバのスラボック・ラジ
オホールなど各地で演奏、好評を博す。ま
たプラハにて、ソロリサイタルも行う。

有座　エレナ
（チェリスト）
現在、ジュリアード音
楽院とコロンビア大学
の両大学でチェロ演奏
とコンピュータサイエ

ンスを学ぶ。元サンフランシスコ・ユース・オー
ケストラの首席チェロ奏者。2015 年同オーケ
ストラのコンチェルト・コンペティションに優
勝、SF ディビス・シンフォニーホールにて、
ドボルジャークのチェロ協奏曲を独奏、好評
を得る。また、 NPRラジオ番組フロム・ザ・
トップに出演、クリストファー・オーライリー
とドビュッシーのチェロソナタを共演した他、
ベートーヴェンのカルテットを演奏した。

有座なぎさ まで
http://nagisaariza.com
(408) 996-7085 / me@nagisaariza.com
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冬休みにピアノ三重奏を
弾いてみませんか？

私たちが指導・コーチングいたします。
有座　なぎさ
（ピアニスト）
東京音楽大学ピ
アノ科を優等で
卒業。在学中に
ウィーンにてアレ

キサンダー・イェンナー氏の下で学ぶ。
渡米後、すぐに演奏活動を開始、クパ
ティーノ・フリント・センターにて、ピア
ノコンチェルト演奏会を行った他、ベイ
エリア各地にてピアノリサイタルを行う。
全米ショパン協会サンフランシスコ支部
理事、カリフォルニア・プロフェッショナ
ル音楽指導者協会 (CAPMT) 会員、全
米音楽指導者協会 (MTNA) 会員。

Elena Ariza, cello
is attending Columbia 
University as part of its 
exchange program with 
the Juilliard School. In 
2015, Elena performed 
as a soloist at Davies 
Symphony Hall with the 

San Francisco Symphony Youth Orchestra as a 
winner of its concerto competition. In the same 
year of 2015, Elena was featured on NPR’s From 
the Top and performed Debussy Cello Sonata 
and Beethoven String Quartet with the 
Cambiata String Quartet. She has her Carnegie 
Hall debut in 2012 and won numerous 
competitions including Music Teachers National 
Association’s California State Competition, 
Paci�c Musical Society Annual Competition, 
Mondavi Young Artists Competition. 

Yujin Ariza, violin
graduated master 
degree of the 
Juilliard School, and 
the former Concert-
master of the San 
Francisco Symphony 
Youth Orchestra, 

made his Carnegie Hall debut in May 2008. A 
winner of the National Young Arts 
Foundation 2013. Yujin toured with the El 
Camino Youth Symphony as a guest soloist in 
summer 2013. He performed at Dvorak Hall, 
Grosse Saal of the Mozarteum in Salzburg, 
Slovak Radio Hall in Bratislava, and Bela 
Bartok National Concert Hall in Budapest. 
He had also performed a solo recital in 
Prague.

Nagisa Ariza, piano 
Ms. Ariza has taught 
over a thousand 
students in Japan and 
U. S., and her many
students are laureates
of national and
international solo

competitions. She performed in numerous 
solo concerts throughout Japan, Germany, 
Switzerland, Austria and U. S. 
Ms. Ariza has appeared in several recitals, 
bene�t concerts, and concerto performances 
throughout the Bay Area a�er she moved to 
U.S. in addition, she performed at the Weill 
Recital Hall in Carnegie Hall. A board 
member of Chopin Foundation in U.S., SF 
Council, and a member of CAPMT and 
MTNA. 
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Coaches:

Requirements:  piano students:  intermediate or advanced level

Purpose: 

Dates: 

Schedule: 

 violin & cello students:  private lessons over three years

 No previous chamber music experience necessary.

 Pre-formed chamber group welcomed. 

 Studying chamber music repertoires and improving ensemble skills              

Thursday, December 26 through Sunday, December 29, 2019

 December 26 -28:  individual group rehearsal and coaching for 45 min. each day

 December 29: Final Concert 

Rehearsal Place:  Nagisa Ariza Piano Studio, Cupertino 

For inquiry of the workshop or 
piano lessons, please contact:

Nagisa Ariza
http://nagisaariza.com
(408) 996-7085 / me@nagisaariza.com
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