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公共ホール音楽活性化事業・登録アーティストのご紹介
一般財団法人地域創造では、地域における創造的で文化的な芸術活動のための環
境づくりを目的として、
地方公共団体等との緊密な連携の下に、
財政支援、
研修・交流、
情
報提供、
調査研究などの事業に取り組んでおります。
これらの事業の一環として地域創造が平成10年度から実施している
「公共ホール音
楽活性化事業」は、地域の公共ホール等との共催により、地域との交流を図るプログラム
とホールでのコンサートを行うものです。
地域創造からは、
厳正なオーディションを経て登録
されたアーティストと、
コンサートの企画制作経験が豊富なコーディネーターを地域に派遣
します。
クラシック音楽に馴染みのない方々でも親しみやすく、
かつ本格的なプログラムを、
開催
ホールと地域創造が共同でつくりあげます。
このたび、
2020・2021年度の2年間、
本事業で活躍いただく6組のアーティストを紹介す
るプロフィール集を作成いたしました。活動歴や演奏可能なプログラムはもちろんのこと、
本事業でアーティストが公共ホールと共にどのような企画に挑戦したいかなど、公共ホー
ルご担当者様が事業を企画される際に参考となるような情報を掲載しております。
多くの公共ホールご担当者様に本冊子をご活用いただき、公共ホール音楽活性化事
業の実施をご検討いただければ幸いです。

令和2年4月
一般財団法人 地域創造
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事業の枠組み
「公共ホール音楽活性化事業（導入プログラム）」は、地域の公共ホールと本事
業の登録アーティストが、アイディアを出し合い、その地域ならではのコンサート
とアクティビティ
（地域交流プログラム）を共同で企画・実施する事業です。

Activity

アーティストとの出会いの場をつくる

クラシック音楽の魅力を伝えるには、
演奏会の他にもたくさんの方法があります。本事業では、
普段、
クラシッ
クの演奏会へ足を運ばない人に、
クラシック音楽やアーティストに興味を持ってもらうための様々な仕掛けを実
施します。
この仕掛けを本事業ではアクティビティ
（地域交流プログラム）
と呼んでいます。
アクティビティは、
いわ
ばアーティストと地域の方々の出会いの場。学校や福祉施設などへの訪問コンサートやワークショップなど色々
なケースが考えられ、
通常2日間で4回実施します。

Concert

地域に身近なホールで、本格的なコンサートを

事業の締めくくりとして、
ホールでのリサイタルを開催します。
アクティビティを通して触れ合った地域の人々

に、
アーティストが贈る本格的なコンサートです。
アーティストの魅力とクラシック音楽ならではの生演奏の醍醐
味を十分に堪能していただけます。

Community &
Communication

音楽を活用したコミュニティづくり

本事業のコンサートやアクティビティは、
アーティストとホールの担当者はもちろん、
学校の先生や地域の様々

な人々の協力があってはじめて成立します。三者の継続的で親密な関係づくりを通じて、公共ホールの活性
化を図り、
音楽が身近にある豊かなコミュニティを育てていくこと。
それが「公共ホール音楽活性化事業」の大
きな目標です。

ACTIVITY
演奏家

地域の人々
CONCERT
公共ホール
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事業の流れ
事業実施までの流れを、実施団体（ホール）が行う作業に沿って紹介します。

＊1登録アーティスト
全国オーディションにより登録
アーティストを決定します
（2年
に1度）
。
決 定 後 、登 録アーティストは
「アーティスト研修会」に参加
し、事業の趣旨と概要について
の理解を深めます。

実施団体（ホール）の作業
●開催希望申請・決定

開催を希望する団体（ホール）
は、
一般財団法人地域創造に対し翌年度の

開催希望を申請します。地域創造が各団体からの応募書類をもとに審査のう
え、
実施団体を決定します。

●全体研修会／公開プレゼンテーションへの参加

実施団体（ホール）担当者は、
事業について理解を深めるための研修会に

参加します。
この研修会では、
登録アーティスト＊１による
「公開プレゼンテーショ
ン」が実施されます。
ここでのアーティストの演奏やトークを聴いて、
各ホールは
出演アーティストを決定します。

＊2コーディネーター
実施団体
（ホール）
ごとに、各分
野の専門家からなる本事業の
コーディネーターを派遣し、事業
をバックアップします。コーディ
ネーターは事業の企画から準
備、当日の運営まで、実施団体
（ホール）
とアーティストに対し、
事業が円滑に実施されるようア
ドバイスを行います。実施団体
（ホール）担当者は、随時コー
ディネーターと相談することがで
きます。

●企画検討／スケジュール調整

出演アーティスト・担当マネジメントと話し合いながら、
アクティビティとコン

サートの企画を検討し、
日程を調整します。
アーティストがベストの状態で演奏
できるスケジュールを組むことが重要です。

●アクティビティ会場との交渉・決定

地域の学校、福祉施設などアクティビティ会場候補に開催を打診、調整を

行います。
また、調整を進める中で、地域のキーパーソンなどホールの事業へ
の協力者や、
歴史や伝統といった地域資源の再発見を目指します。

●個別研修（事業実施の２〜３ヶ月前）

担当コーディネーター＊2などがアクティビティ及びコンサートの実施会場を訪

れ、
事前下見・打合せなどを行います。実施団体（ホール）担当者は、
担当コー
ディネーターから事業の円滑な実施のためのアドバイスを受け、
事業の進め方
を再確認することができます。

●企画検討／スケジュール調整

個別研修の結果を踏まえ、
アクティビティとコンサートの実施に向け、
アクティ

ビティ会場、
アーティスト担当マネジメント及びコーディネーターなどと相談しな
がらスケジュール調整、
実施計画書の作成などの準備を進めます。

●広報宣伝

地域内外、
マスコミなどにきめ細かく周知を行います。

●事業の実施（アクティビティ＆コンサート）

アーティストが４〜５日間程度地域に滞在し、
アクティビティとコンサートを行

います。
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アクティビティ＆コンサートの実際

音楽室でのミニコンサート

ACTIVITY

乳幼児対象など、年齢に合ったプログラムを行います

アーティストとの出会いの場

●子どもたちとの身近な交流

C

●

未来の聴衆となる子どもたちが、
クラシック音楽と出会うミニコンサート。音楽室や教室など、
アーティストの息づか
いが感じられるような小さな会場で開催します。

シッ

子どもたちはとても感性豊か。敏感に、
ダイレクトに反応します。
プロのテクニックと生の音の迫力に、
子どもたちから
歓声があがる場面も。
アーティストも真剣勝負です。

●病院、福祉施設など対象者に沿ったプログラム
病院、
特別養護老人ホーム、
特別支援学校など、
ホールへ足を運ぶことが難しい方々の所へ出向き開催するコン
サート。
「元気をもらいました」
「こんな楽しいのは久しぶり」実は、
一番音楽を待っている方々かもしれません。

●雰囲気を変えて
ホワイエや美術館など、
ホールとは異なる雰囲気の中で音楽を体感していただきます。
「クラシックは堅苦しくって」
と“食わずぎらい”の方々に、
「食べてみようかな」
と思ってもらえるかどうか、
アイディアが問われます。

●参加者と共に表現する
地域の音楽愛好家だけではなく、
音楽初心者も誰もが参加できるコミュニケーション重視のプログラム。参加者が
プロと一緒に音楽に向き合うことで、
音楽の魅力を改めて発見できる場を目指します。

●他のジャンルとの組み合わせ
絵画や写真、朗読、
パフォーマンス、伝統芸能などと演奏を組み合わせたコンサート。
これまでには絵本の読み聞
かせと演奏を組み合わせたコンサートなどの実績もあります。
「こんな事をやってみたい！」
というアーティストのアイディ
アを少し冒険して実現してみる。
クラシック音楽の新しい可能性が広がるかもしれません。
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ア

場

か

から

これまでのアクティビティとコンサートの一例をご紹介します。
この他、地域独自の多様なアクティビティ＆コンサートが行われています。

大人の方にも、
ホールコンサートとは一味違った体験を…

CONCERT

締めくくりは、本格的で親しみやすいコンサート！

地域に身近なホールで本格的な音楽を

●コンサート
ホールでのコンサートは、
アーティストがその技術と想いをかけて、
生演奏の醍醐味をお客様に届ける場です。
クラ
シックコンサートの常識にとらわれず、
初心者にも、
愛好家にも、
出演アーティストの想いが一番よく伝わるプログラムを
アーティストとホールが共につくります。

コン

♬

て」

あなたの地域に
寄りそったオリジナルの
事業をつくってみませんか？

が

ここにあるのはほんの一例です。本事業は、公共
ホールの担当者とアーティストがダイレクトに意
見を交換し、企画を組み立てるオーダーメイド

聞

の事業です。アイディア次第でアクティ

ディ

ビティ＆コンサートの可能性は
広がります。
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Artist File

プロフィール

Kazuya Saito, Piano

© Takumi Jun

齊藤 一也
（さいとう かずや）

●ジャンル
ピアノ

●所属マネジメント
株式会社東京コンサーツ
〒 169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18
TEL 03-3200-9755
FAX 03-3200-9882
kujime@tokyo-concerts.co.jp
■担当マネージャー
䦰目 幸司（くじめ こうじ）

●アーティスト在住地
山梨県韮崎市

●アーティスト出身地
山梨県韮崎市

1990年山梨県生まれ。4歳からヤマハ音楽教室にて、
ピアノ・作曲を石丸八重子、青木進、山下葉子の各氏に
師事。2002年よりヤマハピアノ演奏研究コース、東京藝
術大学音楽学部附属音楽高等学校、同大学音楽学部ピア
ノ科にてピアノを秦はるひ氏に師事。大学卒業と同時に
2011年より渡仏し、パリ国立高等音楽院（CNSMDP）
にてピアノをMichel Dalberto、Claire-Marie Le Guay
の各氏に師事。2014年に第一課程、2016年に第二修士
過程を審査員満場一致の最優秀で卒業し、フランス国家
演奏家資格を取得。2017年より、
ベルリン芸術大学
（UDK）
修士課程にて、ピアノをBjörn Lehmann氏の下で研鑽
を積み、2020年最優秀で卒業、及びドイツ国家演奏家資
格を取得。
これまでに国内外数々のコンクールにて優勝入賞。2006
年8月、
「第４回東京音楽コンクール」ピアノ部門、最高
位（第2位）
。2008年11月、
「第9回スペイン人作曲家ピ
アノ国際コンクール」
（スペイン・マドリッド）第3位、及
びG.B.BRAVO賞。 2009年10月、
「第66回ロン・ティボー
国際コンクール」ピアノ部門（仏・パリ）ファイナリスト、
フォーレの 演 奏 における 最 優 秀 賞Madame Gaby
Pasquier賞。2010年8月、
「第５回ヴィルトォーゾ・ド・
フトゥール国際コンクール」
（スイスCrans‒Montana）最
高位（第２位）
。2010年10月、
「第79回日本音楽コンクー
ル」ピアノ部門第3位。2013年10月、
「第82回日本音楽
コンクール」ピアノ部門第2位、及び三宅賞、岩谷賞（聴
衆賞）
。2014年12月、｢第８回カンピージョス国際ピアノ
コンクール｣（スペイン・マラガ）にて第１位。2015年3月、
「第61回マリア・カナルス国際音楽コンクール」
（バルセロ
ナ）第4位。また、2015年8月にはヨーロッパ屈指の難関
コンクール ｢第18回パロマ・オシェア・サンタンデール国
際ピアノコンクール｣ にてファイナリスト賞。2016年6月、
「第7回マッサローザ国際ピアノコンクール」
（伊・ルッカ）
にて第１位。2017年9月、
「第66回ARDミュンヘン国際
音楽コンクール」
（独・ミュンヘン）ピアノ部門にて、セ
ミファイナリスト。2017年12月、
「第22回アルトゥール・シュ
ナーベルコンクール」にて最高位（第2位）
。2018年4月
にベルリン・スタインウェイハウスで行ったリサイタルが評
価され、スタインウェイ賞を受賞。
コンチェルトをこれまでに、沼尻竜典、梅田俊明、広上
淳一、曽我大介、高関健、増井信貴、薬袋貴、Ovidiu
Balan、Didier Benetti、Pablo Gonzalezの各氏の指揮
のもと、東京フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハー
モニー交響楽団、東京交響楽団、藝大フィルハーモニー、
山梨交響楽団、フランス国立管弦楽団、Mihail Jora
Bacauフィルハーモニー、スペイン放送交響楽団、ミュン
ヘン室内楽団などと共演。
東京や地元山梨でのソロリサイタルを始め、近年では仏
パリ、ビルフランシュ、英ロンドン、西バレンシア、セゴ
ビア、スイス、モンタナなどの音楽祭にも招かれソロリサ
イタルを行う。また室内楽やデュオなどのアンサンブルに
も積極的に取り組んでおり、室内楽奏者としても定評があ
る。
2010-2012年度ヤマハ音楽振興会音楽支援制度奨学生。
2013-2014年度ロームミュージックファンデーション奨学生。
2015-2016年度明治安田クオリティオブライフ奨学生。
2017-2018年スイスのフォンダシオン・クラバルテ財団より、
また2019年度ジゼラ・エーリッヒアンドレアス財団より奨
学金を授与。
2020年4月より、東京藝術大学附属音楽高等学校非常
勤講師として後進の指導にあたる。
ホームページ
Facebook
Twitter

https://www.kazuyasaito.com/
https://www.facebook.com/kazuya.saito.315
https://twitter.com/pkazuyaf
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自己アピール
山に囲まれた田舎で育った私の幼少期は、牛乳の移動販売車から流
れるラッパ音楽を聴くと外に飛び出していくような、とにかく音が出る

からこそ、子供達に生の音を楽しむことの醍醐味を感じてもらいたいと
強く思うようになりました。

ものが好きな子どもでした。ある日地元のコンサートホールで行われたブー

18 ～ 19 世紀のクラシック音楽界は、人と人とのコミュニケーションに

ニンのリサイタルを聴き、心に稲妻のようなものが走りました。ピアノ

よって、新しい思想や文化が生まれる自由な場でした。近年のコンサー

という楽器から発せられる凄まじいパワーが、コンサート後もずっと心

トに於いても、ただクラシックの名曲を並べるだけではなく、一つのテー

に染み付いていたのです。その後、本格的にピアノを学びたいと思い、

マに沿って親しみやすいトークと共に、即興演奏を挟んでみたり、趣向

両親の反対を押し切って東京藝術大学附属高校に進学、藝大在学中に

を凝らしたプログラムを実践していきたいと考えています。コンサートホー

は海外の素晴らしい先生たちにも出会い、本場ヨーロッパで勉強したい

ルでは、実際に私がヨーロッパ各地で撮影した写真をバックに投影しな

という想いがますます強まり、パリ、そしてベルリンと二ヶ国に渡り研

がら演奏したり、バレエの映像を用いながらピアノでオーケストラの世

鑽を積みました。留学中は、ずっと CD で聴いていた一流アーティスト

界を表現したり、イメージをより膨らませて聴いていただく工夫も考え

の演奏に、日常的に触れる機会に恵まれました。足繁くコンサートに通

ています。また、他の楽器を交えた室内楽や、ダンサーとのコラボレーショ

い、彼らの音楽を愛し育ててきた地元の聴衆と音楽家との対当な繋が

ンなどの経験を生かし、それぞれの場所で自分の出来る最大限のものを、

りは、長い年月をかけて育まれてきた文化であり、人と人との絆そのも

ホールの皆様と意見を出し合いながら一緒に作っていきたいと思います。

のだと感じました。そして、実際にアウトリーチで子供達の純粋な反応

おんかつ事業を通じてそこから生まれる出会いが、音楽を通じて未来に

を目の当たりにして、インターネットで簡単に音楽が聞ける現代社会だ

繋がるような活動を展開できることを願っております。

この事業でできること、挑戦してみたいこと
《アウトリーチ》

【体験コーナー】

初めてクラシック音楽に触れる子供もいる中で、なぜベートーヴェン

子供たちに実際にピアノに触れてもらい、私と連弾 4 手（3 人）
、又は 6

なのか、なぜショパンの音楽を演奏するのか、子供の目線に立って分か

手（5 人）で一緒に演奏してもらいます。ピアニストと一緒に演奏すると

りやすくお話します。偉大な作曲家達も一人の人間として身近に感じて
もらえるように、彼らが何に興味があり、何を伝えたくて作曲したのか
一緒に考えます。
【イメージトレーニング】

いう体験と共に、友達同士と音楽で繋がる一体感を感じてもらいます。

《コンサート》
コンサートでは、親しみやすいトークを交えながら、コンサートホール
という非日常的な空間で、ピアノの豊かな響きをより実感いただけるよ

朝の清々しい気持ち、夕日を見ながら溢れる切ない想いや、風の温

うなプログラムを考えています。バッハの教会音楽の荘厳な雰囲気や、

もり、自然の雄大さなど。曲の背景を想像しながら聴いてもらいます。

ブラームスの交響曲のような雄大な雰囲気も味わっていただきます。また、

【音に込められた想い】
喜怒哀楽。人間の感情がその中だけには収まりきらないように、音楽
にも無限の感情が込められています。心の内側に秘めている感情、相手
にうまく伝える事の出来ない気持ち、そんな言葉にするのが難しい感情

誰もが知っている名曲から、その時々の季節を連想させるような曲、ま
た即興演奏なども挟みながら、聴衆と演奏者が一体感を味わえるような
体験をしていただきたいと思います。
【映像使用可能な場合】

にぴったりと寄り添ってくれる、そんな曲との出会いがあるかもしれませ

南仏の田舎で聴く牧歌的な曲。北イタリアの湖のほとりで聴くリスト

ん。「愛や恋」「出会いと別れ」など、子供にも分かりやすいテーマで、

やチャイコフスキーの名曲。もしくはスイスの山々に響く教会の鐘の音など。

名曲以外の新しい曲との出会いや発見をしてもらいたいと思います。
【響きってなんだろう？】

留学中に訪れたヨーロッパ各地で、私自身が撮影した写真を映写しな
がら演奏を聞いて頂き、まるでタイムスリップしたかのように、曲の情景、

ピアノの構造や音の鳴る仕組みなどを目の前で説明しながら、ピアノ

現地の雰囲気などを身近に感じでいただきます。また、ビデオカメラで

の特性や、ペダルなどを用いて倍音の存在感を感じていただきます。ト

奏者の実際の手元を映すことで、ピアニストの弾いている姿を間近で感

イピアノなども用いて、響きの多様性を一緒に追求していきます。

じていただき、より臨場的なライブ感を楽しんでいただけます。

演奏可能プログラム
J.S. バッハ：イタリア協奏曲、主よ、人の望みの喜びよ
W.A. モーツァルト：きらきら星変奏曲、トルコ行進曲
L.v. ベートーヴェン：
「悲愴」
「月光」
「熱情」
「ワルトシュタイン」
ソナタ、失われた小銭への怒り、トルコ
行進曲の主題による変奏曲
F. シューベルト：即興曲 op.90, op.142 より
R. シューマン：子供の情景、森の情景、謝肉祭
J. ブラームス：間奏曲 op.118-2、ヘンデルの主題による変奏曲
F. ショパン：英雄ポロネーズ、雨だれのプレリュード、ワルツ、
ノクターン、バラード、スケルツォ

F. リスト：
「ラ・カンパネッラ」、「ジュネーヴの鐘」、「泉のほとりで」
P.I. チャイコフスキー：
「四季」
、バレエ音楽「くるみ割り人形」
S. ラフマニノフ：プレリュード「鐘」
、プレリュード op.23-5
S. プロコフィエフ：トッカータ、バレエ音楽「ロメオとジュリエット」
M. ラヴェル：水の戯れ、亡き王者のためのパヴァーヌ
C. ドビュッシー：月の光、亜麻色の髪の乙女、花火
G. クルターク：8 つの小品
一柳慧：雲の表情
青木進：子供のためのスケッチ
など
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Artist File
Mayuko Ishigami, Violin

プロフィール
音楽研鑽歴
5 歳よりヴァイオリンを始める。
ヴァイオリンを故 新井覚、田村隆至、佐藤一紀、
森悠子各氏に、室内楽を大山平一郎氏に師事。京都
フランスアカデミー、仏ラロワンテーヌ、ブダペストア
カデミー、ヴィルクローズ等で、Jean=Pierre Wallez、
Aki Saulière、David Quiggle、Raphael Bell、Ivry
Gitlis、Barnabás Kelemen、Jean=Jaques Kantorow
各氏のマスタークラスを受講。
2008 年 第 77 回日本音楽コンクール第 2 位、併せて聴
衆賞及び E・ナカミチ賞受賞。
2011 年 第 7 回ルーマニア国際音楽コンクール弦楽部
門第 1 位、全部門最優秀賞受賞。
2016 年 第 5 回宗次エンジェルヴァイオリンコンクール
第 4 位受賞。
第 14 回チェコ音楽コンクールヴァイオリン部
門第 1 位受賞。
2017 年 バルトークコンクールにて特別賞受賞。
等、国内外のコンクールで受賞多数。
令和元年度 京都市芸術新人賞受賞。2019 年度音
楽クリティック・クラブ賞 奨励賞受賞。令和元年度
大阪文化祭奨励賞受賞。
2019/20 冬に行われたリサイタルツアーは各地で好
評を博し、京都公演に関して 2019 年度第 29 回青山音
楽賞 青山賞を受賞。
音楽大学には通わず、医師を志して 2011 年京都府
立医科大学に入学。2017 年に卒業し、医師国家資格
取得後、医師を一旦休職、音楽の道に専念する。

© Kohán István

石上真由子
（いしがみ まゆこ）

●ジャンル
ヴァイオリン

●所属マネジメント
株式会社プロ アルテ ムジケ
〒 112-0013 東京都文京区音羽 1-20-14-5F
TEL 03-3943-6677
FAX 03-3943-6659
pam@proarte.jp
■担当マネージャー
田之口 綾子（たのぐち あやこ）

●アーティスト在住地
京都府京都市

●アーティスト出身地
京都府京都市
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音楽活動歴
8 歳でローマ国際音楽祭に招待される。NHK-FM 名
曲リサイタルやリサイタル・ノヴァに出演。NHK テレ
ビではドキュメンタリーや、東京交響楽団、大阪フィ
ルハーモニー交響楽団との共演も放送された。
東京交響楽団、京都市交響楽団、仙台フィルハー
モニー管弦楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、ブ
ラショフ国立交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽
団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、東京
ニューシティ管弦楽団、セントラル愛知交響楽団など、
国内外で多数のオーケストラと共演。
ブダペスト音楽祭、ラロワンテーヌ、エルバ音楽祭、
シャーロッツヴィル室内楽音楽祭など、アメリカ・ヨー
ロッパ各地の音楽祭・演奏会に出演。
ソロ活動と共に、京都市交響楽団や大阪フィルハー
モニー交響楽団、日本センチュリー交響楽団等に客演
首席奏者として出演するほか、長岡京室内アンサンブ
ル、アンサンブル九条山のメンバーとしても活躍して
いる。
2018 年 1 月、京都を中心に室内楽のコンサートを行
う Ensemble Amoibe シリーズを立ち上げ、京都・東
京各地で公演を行う。
Music Dialogue アーティスト。CHANEL Pygmalion
Days 室内楽アーティスト。京都コンサートホール第１
期登録アーティスト。
2019 年 1 月、日本コロムビアの新レーベル Opus One
よりCD「ヤナーチェク : ヴァイオリン・ソナタ」
（レコー
ド芸術準特選盤）をリリース。同年 9 月に ALTUS レー
ベルより「ラヴェル：ツィガーヌ」をリリース。
2020/21 シーズンは、大阪交響楽団や日本フィルハー
モニー交響楽団との共演も予定されている。
Facebook https://ja-jp.facebook.com/IshigamiMayuko/
@MayukoIshigami https://twitter.com/mayukoishigami
Twitter
CDアーティストページ https://columbia.jp/artist-info/ishigamimayuko/

2020/03/18 16:55

自己アピール
「医師免許を持つ、異色のヴァイオリニスト」
幼い頃、憧れの女医さんに「お医者さんになってくれたら嬉しい」と
言われたことをきっかけに、医師を志しました。医学を学びながら音楽

も叶う！ということを、音楽家として・ひとりの人間として、自身の人
生でもって若い世代に伝えることができる・夢を与えることができる存
在でありたいと思っています。

活動を続けるうちに、自分の中で音楽の存在がだんだん大きくなり、大
学卒業・研修先決定を目前に一大決心、音楽に専念すると決断しました。
音楽大学に通えなかったことを後ろめたく思ったこともありましたが、

「異能、規格外」
「溢れんばかりの表現欲求、高い音楽的直感力と柔軟性、聴き手にダ

医科大学で学んだからこそ得られたものも大きかったと思います。他人

イレクトに伝わるポジティブなエネルギー」「超絶技巧もさることながら、

とは違う道を歩んできたからこその視点、感性、考察、発想。大学での

音楽的言語を具現化する力に長け、鋭い感受性で音楽の本質を捉え繊

学びや経験は、かけがえのない宝物です。これらを生かして、フレキシ

細かつ明確に表現する」と評される演奏。ただ異色な経歴がキャッチー

ブルに、多角的に音楽と向き合っていけるよう常々心がけています。

なことだけではなく、「人を引き込んで離さない・説得力・集中力のあ

「“嫌い”を“好き”に変えること」「目標達成・好きなことのために

る演奏」が自分の一番の魅力だと自負しています。

は高い集中力でひたすら突き進むこと」が得意だった私は、勉強も音楽

「ヴァイオリンってこんなにかっこいいんだ！」「音楽ってこんなに心が

も、今となっては楽しかった思い出ばかりが残っています。目標を達成

揺さぶられるんだ！」と体感してもらえるような音楽、心にダイレクト

するためにはそれ相応の努力が必要だけれど、自分次第で夢はいくつで

に届き、頭が痺れ、体の底から興奮する音楽をお届けします。

この事業でできること、挑戦してみたいこと
私は、小さい頃、母にコンサートへ頻繁に連れて行ってもらいました。

アクティビティ

子ども向けのものからそうでないものまで、様々なコンサートを体験しま

演奏家として、演奏を通してヴァイオリンの様々な可能性や魅力を伝

したが、私の心にしっかりと残ったコンサートは、“子ども向け”かどう

えることは勿論、ひとりの人間として、お話を通して人生の可能性を伝

かは関係ありませんでした。大人になった今でも、発信する側の想いがいっ

えることのできるアクティビティを、対象によってバリエーション豊かに

ぱい詰まった素敵な企画に出会うと、忘れがたい体験として心に刻まれ

組むことができればと思っています。特にこども対象のプログラムでは、

ます。

ただ聴いてもらうだけではなく、彼らが潜在的に持つ豊かな感性を活か

受け取り手のことを想って丁寧に企画され、演奏家が情熱をもって演

せるような、想像力を引き出す、参加型のアクティビティを組み込みます。

奏する公演は、老若男女問わず多くの人の心に触れ、作り手の想いがしっ
かり届くはずだ！と信じています。

コンサート

企画する人・演奏する人・それを受け取る人など、みんながフラット

私の音楽人生における原動力は「ヴァイオリンはかっこいい」という

に意見を交換し合いながら、共に、良いものを作っていくことのできる

感動。アクティビティで演奏する曲目と関連させつつ、強烈な体験とし

関係性を沢山築いていきたいと思っています。

て心に残るような演奏を生かせるプログラムをお届けします。

演奏可能プログラム
西洋音楽のヴァイオリンオリジナル曲は、バロックから現代曲、叙情的な曲から超絶技巧な曲、邦人作曲家の作品から海外の作曲
家の作品まで、幅広いレパートリーを演奏します。
《4 〜 5 分の小品》
コレッリ：ラ・フォリア
ファリャ：スペイン舞曲
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
ラヴェル：ハバネラ
クライスラー：愛の喜び、愛の悲しみ、美しきロスマリン
シマノフスキー：「神話」1. アレトゥーサの泉、2. ナルシス
3. ドリアードとパン
《ソナタや組曲等の本格的な作品 》
ラヴェル：ツィガーヌ
ショーソン：詩曲
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ
ブラームス：ヴァイオリンソナタ
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ
ヤナーチェク：ソナタ

幸田延：ソナタ
ラヴェル：ヴァイオリンソナタ
ドビュッシー：ヴァイオリンソナタ
タルティーニ：悪魔のトリル
《無伴奏曲》
バルトーク：無伴奏ヴァイオリンソナタ
プロコフィエフ：無伴奏ヴァイオリンソナタ
パガニーニ：24 の奇想曲
ビーバー：パッサカリア
バッハ：シャコンヌ ほか 無伴奏ソナタや無伴奏パルティータ
イザイ：無伴奏ソナタ
ハッピーバースデー変奏曲
ジョリヴェ：狂詩的組曲
など
サーリアホ：夜想曲
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Artist File

プロフィール

Midori Umetsu, Soprano

音楽研鑽暦
羽山弘子氏に師事。
2009 年東京音楽大学声楽演奏家コースに入学、篠
崎義昭氏、高橋淳氏に師事し、2013 年に首席卒業。
2014 年よりウィーン、プライナー音楽院に留学、
Ralf Döring 氏、Yayoi Döring 氏に師事、2016 年に審
査員全員一致の最優秀賞を受賞し修了。
2016 年ウィーン国立音楽大学大学院オペラ科に入
学、Rainer Trost 氏に師事。
音楽活動歴
これまでに、
『ラクメ』タイトルロール、
『アラベラ』
フィアカーミリ、
『ラ・ボエーム』ムゼッタ、
『劇場支
配人』
マダムヘルツ、
『ゼッキンゲンのトランペット吹き』
若い娘、
『泣いた赤鬼』ナレーター・娘、
『アドリアーナ・
ルクヴルール』ジュヴノ、
『ドンパスクワーレ』ノリーナ、
『優雅なインドの国々』エベ、
『美しきガラテ』ガラテ、
『キングアーサー』フィリデル・彼女、
『サンドリヨン』
妖精などのオペラに国内外にて出演。日本はもちろん、
オーストリアやイタリアなど、
国内外にて数々のコンサー
トに出演。
2017 年新国立劇場・中劇場にて東京オペラ・プロ
デュース主催、日本初演『ラインの妖精』に主役のア

梅津 碧

© 山岸伸

（うめつ みどり）

ルムガートで出演。
2018 年山形交響楽団と共演。ウィーン・シェーンブ
ルン劇場『魔笛』に夜の女王、日生劇場『魔笛』に
パパゲーナで出演。
2019年東京オペラ・プロデュース
『ロメオとジュリエッ
ト』にジュリエット役で出演。群馬交響楽団、第九に

●ジャンル

ソプラノソロで出演。

声楽（ソプラノ）

トに出演しサウンド・オブ・ミュージックメドレーを東

●所属マネジメント

京フィルハーモニー交響楽団と共演。山形交響楽団定

株式会社 1002
〒 102-0083 東京都千代田区麹町 2-3-9 麹町プレイス 7F
TEL 03-3264-0244
FAX 03-3264-1788
maru@1002.co.jp
■担当マネージャー
丸山 綾子（まるやま あやこ）

●アーティスト在住地
東京都世田谷区

●アーティスト出身地
山形県長井市

2020 年 2 月、ヤマトグループ 100 周年記念コンサー

期公演にブルックナー作曲ミサ曲第 3 番ヘ短調にソプ
ラノソロで出演。
2020 年 5 月にはミューザ川崎シンフォニーホール＆東
京交響楽団名曲全集で夜の女王のアリアなど。7 月に
は山形交響楽団とのコンサート、9 月にはアンサン
ブル・フォレスタとモーツァルト作曲戴冠式ミサでソ
プラノソロ。
10 月にはフィルハーモニックアンサンブル管弦楽団
と R・シュトラウスの歌曲、マーラー交響曲第 4 番を。
12 月には山形交響楽団第九公演ソプラノソロ。2021
年 1 月には静岡交響楽団ニューイヤーコンサート。7 月
には、いずみシンフォニエッタ大阪定期公演でツェム
リンスキー叙情交響曲ソプラノソロなどに出演予定。
YouTube
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自己アピール
音楽家というと子供の頃からずっと音楽の勉強をしていたのかと聞か

過ごした経験、また青山学院での英米文学を学んだことで英語の歌には

れることがよくあります。でも私がオペラ、声楽に出会ったのは二十歳

なじみがあり、自分でも自信を持っています。ウィーンに 6 年間留学し

を過ぎてからでした。当時、私は地元の進学校から青山学院大学に進

た際はドイツ語にも興味を抱き、ドイツオペラはもちろん多くの作品を

学し、英米文学の勉強をしていました。私が青山学院の 3 年生だった時

レパートリーにできただけでなく、ミュージカルやオペレッタ専門のコレ

に、私の出身地、山形県長井市の公共ホールでオペラが上演されました。

ペティトールの方々に師事できたことも歌手としての私の幅を広くして

それが生まれて初めてのオペラ体験でした。マイクを使わずに響き渡る

くれたと思っています。私の歌手としての魅力はコロラトゥーラソプラノ

歌声、そして山形が世界に誇る山形交響楽団によるオーケストラの迫力、

であることと華やかな演技をジョイントできることだと思っています。お

音楽の美しさと楽しさに完全に魅了された自分がいました。それがきっ

客様には耳と目でお楽しみいただけるよう、オペレッタや、特にファン

かけとなり、そのオペラで主役を務められた声楽家の方に師事したこと

が多いミュージカルのレパートリーもプログラムに取り入れています。ク

によって私の人生はがらりと変わりました。音楽には時に人の人生を変

ラシック音楽にあまりなじみがない方々でも親しみやすくわかりやすい曲

えるほどのとてつもない奇跡のエネルギーがあることを身をもって知って

の数々、どこかで聴いたことがある名曲、歌詞がわかりやすく心に響く

しまったのです。私のこの体験を通して素晴らしい音楽の奇跡のパワー

様な日本の歌も織り交ぜて魅力あるプログラムをお届けしたいと思いま

を多くの皆さんに伝えていきたいと思っています！幼少期をアメリカで

す。

この事業でできること、挑戦してみたいこと
オペラや声楽にあまりなじみのない方に「どうしてオペラ歌手は歌謡

と思っています。そして、クラシック音楽に対する興味が芽生えてしま

曲やポップスなどと違った独特な歌い方をするの？」「なぜそんな大きな

うようなシーンを作る事ができたらと思います。私自身、音楽を始めた

声がでるの？」などと、よく質問されます。私も中学校の時に、シュー

のが遅かったからこそ、アウトリーチで触れ合う子供たちやお年寄りの方々

ベルトの魔王を聴く授業があったのですが、なんでそんな不自然な歌い

など、コンサートを聴きに来てくださるお客様と近い感覚で寄り添いな

方をするのだろうと、歌の内容よりも発声の仕方に意識が行ってしまい、

がら、それぞれの地域を代表するホール関係者の皆様とその地域のニー

自分とは関係のない遠い世界の物のような気がしてしまったのを覚えて

ズに合わせたプログラミングをしていけると思います！

います。音楽に興味を持つというところまで、意識する事ができなかっ

今、私の地元もそうですが、日本の各地で人口の減少が深刻です。

たのです。アウトリーチでは、そういった疑問を解き明かしながら生の

首都圏などの大都市に進学や就職で出た人たちが故郷に戻りたくなるよ

演奏を聴くことで壁をなくし、もっと音楽を身近に感じてもらいたいと

うな魅力が必要だと思います。私の故郷の山形県は小さい県ですが、

思います。そこから、自分で音楽を感じとっていく力、音楽や声を聴い

山形交響楽団があって、その素晴らしい活動が魅力になっていて、地域

て情景を思い描くこと、歌詞にメロディやハーモニーが付いたときと、

活性にものすごく繋がっていると思うのです。アウトリーチやコンサート

歌詞だけを読んだときとどの様な違いがあるか、わからない言語であっ

を通して音楽の奇跡のパワーを伝えていくことで、地域活性のお力にな

ても私が表現する事から登場人物の気持ちを感じとることができるか、

れるように最善を尽くせたらと思っております！

など、各学年に応じてそうした理解力をつけるきっかけ作りをできたら

演奏可能プログラム
オペラアリア
モーツァルト：『魔笛』より夜の女王のアリア「復讐の炎は地
獄のようにわが心に燃え」
グノー：
『ロメオとジュリエット』よりジュリエットのアリア「私
は生きたいの」
プッチーニ：『ラ・ボエーム』よりムゼッタのアリア「私が街を
歩けば」
ヨハン・シュトラウスⅡ世：『こうもり』よりアデーレのアリア
「侯爵様あなたのようなお方は」「田舎娘を演じるなら」
オッフェンバック：
『ホフマン物語』よりオランピアのアリア「生
け垣に小鳥たちが」（人形の歌）
バーンスタイン：
『キャンディード』よりクネゴンデのアリア「着
飾ってきらびやかに」

など
歌曲
アダン：きらきら星（あのね、お母さん）
リスト：おお愛せ、愛しうる限り（愛の夢）
ヨハン・シュトラウスⅡ世：春の声

ジーツィンスキー：ウィーンわが夢の街

など

日本歌曲
岡野貞一：ふるさと
中山晋平：ゴンドラの唄
小林秀雄：すてきな春に
武満徹：小さな空
中島みゆき：糸

など

ミュージカル
ロジャース：サウンド・オブ・ミュージックより「サウンド・
オブ・ミュージック」
「私のお気に入り」
「ドレミの歌」「ひ
とりぼっちの羊飼い」
「すべての山に登れ」
ロイド・ウェバー：オペラ座の怪人より「Think of me」
、キャッ
ツより「メモリー」
バーンスタイン：ウエストサイドストーリーより「I feel pretty」
プレヴィン：マイフェアレディより「踊り明かそう」
など
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Artist File
Michiko Takeda, Soprano

プロフィール
音楽研鑽歴
愛知県立芸術大学音楽学部声楽科卒業。東京藝術大学
修士課程オペラ科修了。
岡崎智恵子、川上洋司、林康子、バルバラ・フリット
リ（Barbara Frittoli）
、ウィリアム・マッテウッツィ
（William Matteuzzi）各氏に師事。
2018年イタリア・ピエモンテ国際コンクール出場時、
審査員である、歴史的名歌手レナータ・スコット（Renata
Scotto）女史より「あなたの歌には魂がある。本物の蝶々
夫人を歌える。
」と絶賛され、レナータ・スコット女史の
マスタークラスに推薦枠で参加する。
2014年～2015年 平成26年度文化庁新進芸術家海外研
修生としてイタリア・ミラノに留学。
2017年～2018年 平成29年度第28回五島文化財団オペ
ラ新人賞を受賞し、イタリア・ヴェローナに留学。
コンクール等受賞歴
2011年 第47回日伊声楽コンコルソ第一位、及び歌曲賞
受賞。
2013年 第82回日本音楽コンクール第一位、及び岩谷賞
（聴衆賞）
、Ｅ.ナカミチ賞受賞。
2015年 イタリア・オルヴィエート第20回国際声楽コンクー
ル『蝶々夫人』表題役で優勝。
2017年 第28回五島文化財団オペラ新人賞受賞。

© 武藤章

竹多 倫子
（たけだ みちこ）

●ジャンル
声楽（ソプラノ）

●所属マネジメント
株式会社二期会 21
〒 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-25-12
TEL 03-3796-4711
FAX 03-3796-4710
kiritani@nikikai.net
■担当マネージャー
桐谷 曉史（きりたに さとし）

●アーティスト在住地
神奈川県大和市

●アーティスト出身地
石川県金沢市

音楽活動歴
2008年 金沢歌劇座館名改称記念公演「カルメン」フラ
スキータ役でオペラデビュー。
2012年 小澤征爾音楽塾「蝶々夫人」蝶々夫人役アンダー
スタディー。
2013年 サイトウ・キネン・フェスティバル松本オペラ公
演「子どもと魔法」安楽椅子、
こうもり役カヴァー
キャスト。
第12回北陸新人登竜門優秀者に選ばれ、北陸
新人登竜門コンサートにて、井上道義指揮、オー
ケストラ・アンサンブル金沢と共演。
2014年 NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」出演。
小澤征爾音楽塾「フィガロの結婚」伯爵夫人役
カヴァーキャストにて、特別公演に出演し好評を
得る。
2015年 イタリア・オルヴィエート歌劇場にてオペラ「蝶々
夫人」蝶々夫人役で出演しヨーロッパデビューを
果たす。
2017年 日生劇場 NISSAY OPERA 2017 オペラ『ル
サルカ』でルサルカ役にて出演。日本でのタイ
トルロールデビューを果たす。
その他、オペラ「ファルスタッフ」アリーチェ役、オペ
ラ「ジャンニ・スキッキ」ラウレッタ役、オペラ「ドン・
カルロ」
（ハイライト）エリザベッタ役など、多数出演。
コンサートや「第九」ソリストとして、東京シティ・フィ
ルハーモニック管弦楽団、群馬交響楽団、山形交響楽団、
オーケストラ・アンサンブル金沢、読売日本交響楽団、東
京フィルハーモニー交響楽団、セントラル愛知交響楽団な
ど、全国各地のオーケストラと共演し好評を博す。
2021年二期会オペラ「タンホイザー」エリザベート役での
出演が決定している。
二期会会員。
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自己アピール
なんでクラシック音楽は、静かにお行儀良く聞かなけばならないのだ
ろう…音楽ってもっと自由な世界なんじゃないの…。
私が日本のクラシックコンサートに行くといつも感じることです。

くなりつい一緒に歌を口ずさむ人、指揮をしながら聴く人…各々が心か
ら音楽を楽しみ、自分を自由に開放して音楽を感じているのです。
子ども劇場もイタリアでの舞台も、みんながリラックスして心を開放
して聴いているからこそ、その演目・その演奏に没頭できるのです。

「沢山の人にキラキラ輝く素敵な世界を伝えたい！」私の幼稚園の頃
からの夢でした。なぜ小さな頃からこの夢を抱いていたのか…そう、私

私は、クラシックというジャンルを、壁なく楽しんでもらえるようなプ

は幼稚園から小学 6 年生まで、親子で様々なジャンルの舞台を観劇する

ログラム作りや雰囲気作りを実現させていきたいと考えています。その

団体「子ども劇場」に所属していたのです。沢山の舞台を観ながら「こ

一体感のある雰囲気と、これまで私が積み上げてきた歌のクオリティ、

んなにドキドキワクワクする世界を、私も伝えられる人になってみた

そして、プログラムには、それぞれのホールの方々の想いや地域の方々

いっ！」と思っていました。そんな「子ども劇場」の特色は、まさに【参

の願いを乗せた、メッセージ性のある、一つの物語のようなプログラム

加型】でした。笑いが起きたり手拍子が起きたり、観客からのつっこみ

を作り上げていきたいと思っています。

があったり…舞台と客席との間に壁はなく、会場全体が一体となってい
るのです。

音楽も心も、演奏家と聴き手が寄り添える、そして聴いている人は
コンサートを通してその物語の一員となり、共に物語を歩んでいけるよ

これは留学していたイタリアでの舞台でもそうでした。ミラノ・スカ

うな時間を作り上げたいと思っています。

ラ座でのコンサートも、歌手が客席の方と気軽に話をしたり、気持ち良

この事業でできること、挑戦してみたいこと
舞台と観客とが一体となったコンサートを作り、聴き手と演奏者の心
が寄り添えた時、子供達・観客の皆さんは更に音楽を心から感じ、楽
しむことができると思っています。
そして、それぞれのホールや地域の方々の想いをテーマに、そのコンサー
トが 1 つの物語になるようなプログラム作りをしたいと考えています。

（身体の使い方を少し変えるだけで、声がお腹から出る事を実感し
てもらう）
→タコさん体操、犬の鳴き声、お相撲さんの四股踏み体操など
●想像ゲーム（歌のルーツはコミュニケーション。音楽が生み出す、感情・
情景などを想像してみよう！）
表情で感じ取られないよう、お面をかぶって歌います。

【参加型の一例】

●連想歌ゲーム（連想ゲームを歌にのせてやってみよう！）

喜怒哀楽や春夏秋冬などの歌を歌う。
（日本語の歌の場合は歌詞をつ
けずに、母音だけで歌う）

簡単な 4 小節のメロディーを１小節ごとに分け、お題に合わせて、4
人で言葉を連想しながら１つの歌を完成させます。
（例）お題「給食」の場合
1 人目「給食」→ 2 人目「みんなで」→ 3 人目「食べると」→ 4 人
目「おいしいな」
（とても難しそうに感じるかもしれませんが、小学生で既に何度も実

施済みです。みんなすぐに出来ますし、盛り上がります！）
●みんなの体はまさに楽器！自分の楽器を鳴らしてみよう！
・歌う時に体のどこが動くかな！？（私の体を触ってもらい、呼吸の
深さを知ってもらう）

【コンサート】

≪一体感≫≪想いを伝える≫この２つを軸にプログラムを考えます。

●想いを伝える
それぞれのホールや地域・学校の方々の想いを、プログラムに反映さ
せていきたいです。
●一体感
演奏者と観客がより身近に感じられるよう演出していきます。
（例）・ホールの後ろ扉から登場する

・観客席に入って演奏する

・クラシック以外のジャンルの曲の演奏 ・参加型ゲームコーナー

・楽しく体を使って声を出してみよう

演奏可能プログラム
【クラシック】
カプア：オー・ソレ・ミオ
ヴェルディ：乾杯の歌
カッチーニ：アヴェ・マリア
メンデルスゾーン：歌の翼に
アイルランド民謡：庭の千草
【オペラアリア】
プッチーニ：ある晴れた日に《蝶々夫人》
プッチーニ：私のお父さん《ジャンニ・スキッキ》
ドヴォルザーク：月に寄せる歌≪ルサルカ≫
ワーグナー：崇高な殿堂よ≪タンホイザー≫

【日本歌曲】
岡野貞一：朧月夜
岡野貞一：故郷
山田耕作：この道
【親しみやすい曲】
山本直純：歌えバンバン
服部公一：鬼のパンツ（原曲 ナポリ民謡：フニクリ・フニクラ）
F.サルトリ：コン・テ・パルティロ（タイム・トゥ・セイ・グッバイ）
作曲者不明：アメージンググレイス
ガーシュイン：サマータイム
サミーフェイン：慕情（映画「慕情」主題歌）
【現代日本歌曲】
信長貴富・山下牧子・アベタカヒロ作曲の歌曲など
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Artist File

プロフィール

Masayuki Nino, Percussion

埼玉県出身。国立音楽大学打楽器科を首席で卒業
し矢田部賞を受賞。第 81 回読売新人演奏会に出演。
PAS 国際打楽器コンクール（イタリア）
、Jeju 金管打
楽器国際コンクール（韓国）
、日本国際打楽器コンクー
ルにおいていずれも優勝を飾る。
業界でも珍しいスネアドラムに特化したデビューア
ルバム「スネアは唸り、そして飛翔する」は各雑誌や
新聞に取り上げられ話題となった。
ソロを始め、オーケストラ、吹奏楽、室内楽、ミュー
ジカルなど幅広いフィールドで活動しており、これま
でに数多くのコンサート、レコーディングに参加してい
る。
クラシック音楽にとどまらず、朗読やパントマイム
など様々なジャンルの芸術を取り入れた独創性あふれ
るステージを展開しており、テレビ朝日「あいつ今、
何してる？」やラジオ番組「呼吸するクラシック」等
のメディアにも度々出演している。
米国 HoneyRock 社から出版されている自作曲「蠢」
が第 17 回イタリア国際打楽器コンクールの課題曲に選
ばれる。また、同コンクールの審査員を務めるなどそ
の活動は国内外で認められている。
吹奏楽団「Hearts Winds」
、パーカッショングルー
©FUKAYA yoshinobu ／ aura Y2

新野 将之
（にいの まさゆき）

●ジャンル
打楽器

●所属マネジメント
株式会社東京コンサーツ
〒 169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18
TEL 03-3200-9755
FAX 03-3200-9882
yamazaki@tokyo-concerts.co.jp

プ「PHONIX Reflection」
、 パーカッション デュオ
「Ninonina」、ファミリーコンサート企画「とことんトン！」
に所属。
Black Swamp Percussion、Thunderbolt
Percussion エンドーサーアーティスト。
東京音楽学院講師。
公式 WEB サイト
http://nino-percussion.sun.bindcloud.jp/
所属事務所 WEB サイト（東京コンサーツ）
http://www.tokyo-concerts.co.jp/artists/masayukinino/
YouTube
https://youtu.be/0O5nEUb_wKk

■担当マネージャー
山崎 有香（やまざき ゆか）

●アーティスト在住地
埼玉県入間市

●アーティスト出身地
埼玉県入間市
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自己アピール
●幼少期に触れた音楽

ます。「叩くと音がでる」シンプルな打楽器の魅力にどんどんハマってゆ

いじめられっ子だった私は周りとコミュニケーションを取るのが苦手で、
何をするにも臆病な幼少期を過ごしていました。
そんな私が心躍る瞬間、それは母に連れられて行くクラシック音楽の

きました。
打楽器と向き合い練習するにつれて、内向的だった私はどんどん自分
に自信が持てる様になりました。何か 1 つ、得意なものを見つけると人

コンサートでした。テレビや映画とは違う。たった数メートル先にいる

間ここまで変わるのかと周囲に驚かれたりもしました。

人達が実際に演奏している。空気の振動が肌を伝って心に響く。

●新しい未来へのきっかけ

座っているだけで色々な世界に連れ出してくれる魔法の様なひと時で

叩く事への憧れと魅力は薄れる事なく常に私を外の世界へと駆り立

した。

てました。石を積んだだけの小屋で太鼓を作る職人に会うためアフリカ

●打楽器との出会い

へ行きました。踊りのリズムを習うため戦後の爪痕が残る東南ヨーロッ

中学生の私は迷わず吹奏楽部に入部しました。それまでほとんど楽器
などやった事の無い私は顧問の先生に勧められ一番大きな金管楽器
「チューバ」を担当する事になり、3 年間必死に練習します。しかしいく
ら練習しても上達しない苦悩の日々を過ごしました。高校に進学し更な

パへも行きました。そこで出会った人々や音楽は私の宝物です。
数々の経験をし、
「音楽を通して何か社会に貢献出来ないだろうか？」
という考えを持つ様になりました。
年齢や性別を超えて様々な悩みを抱える現代社会。そんな中で、昔、

る挫折を経験する事になります。金属アレルギーです。やむなく打楽器

母が私をコンサートに連れていってくれた様に、新しい未来へのきっか

に転向する事となるのですがこれが私の人生において大きな転機となり

けを作ることが自分に出来る事ではないかと感じています。

この事業でできること、挑戦してみたいこと
◆打楽器って何だろう？
打楽器とは、「叩く」・「振る」・「擦る」ことで音が出る楽器の総称
です。また人間が最初に作り出した音楽用の道具は打楽器であったと言
われています。その起源は原始時代にまで遡り、骨や木や動物の皮など

アウトリーチでは手拍子や足踏みで実際にリズムを体験することができ
ます。

◆成長し続ける打楽器
近現代になると視覚的な行為や演劇的な側面も音楽としてとらえる

の素材を使い、儀式に用いられていたと考えられています。16 世期頃か

「シアターピース」という種類の音楽が打楽器奏者の間で流行します。

ら軍楽隊の足並みを鼓舞するための小太鼓や大太鼓が作られるようにな

また、図形楽譜とよばれる五線譜を使わない新しい楽譜の書き方も編

り、そこからオーケストラ楽器となり「楽音」を奏でるようになります。

み出されるなど、打楽器音楽の分野は今もまだ成長し続けています。

この事業では時代ごとに変化する打楽器の魅力に迫ります。

◆様々なリズムと打楽器
打楽器は踊りと密接に関係しており、世界各地に伝わるその土地な
らでは楽器やリズムが多数存在します。ブラジルのサンバや、キューバ
のルンバ、日本のお囃子もそのうちの１つです。

この事業で私が挑戦したい事、それは「新作初演」です。書かれた
作品は、奏者によって演奏されて聴衆に届いた瞬間に産声をあげます。
この世紀の瞬間に立ち会う事は素晴らしい経験になるでしょう。まさし
く最先端の音楽を聴くことができるのです。
ベートーヴェンの第九も、モーツァルトのピアノソナタだって「最先端

リズムとはその音楽らしさを表現する重要なファクターです。

の音楽」だった時があるのです。10 年後、50 年後、100 年後に「あの曲

この事業では世界の様々なリズムを馴染み深い曲に合わせて紹介し、

の初演を聴いた」と自慢できるようなステージを目指します。

演奏可能プログラム
【コンサートホール・プログラム】
〈打ち鳴らせ！アフリカの太鼓！〉
ジブコビッチ  :  トゥー・ザ・ゴッズ・オブ・リズムス
〈世界最古のマーチ！〉
スイス・バーゼル地方の伝統奏法によるマーチ
〈太鼓１つでなんでもできる！〉
ノボトニー   :  ア・ミニッツ・オブ・ニュース
〈ギリシャ神殿に舞う太鼓！〉
レスニック  :  オリンピアン・ドラムス
〈リズムで世界一周！〉
新野将之  :  大きな古時計の主題による変奏曲
〈日用品が楽器に！？〉
新野将之  :  ミュージック・シアター・ウンポーコ
〈ジャズが兄弟？ブルースの音楽！〉
グレントワース  :  ブルース・フォー・ギルバード
〈パントマイムとスネアドラムが出会った！〉
カンジェローシ  :  タップ・オラトリー
〈ラップソングとマリンバが出会った！〉

スペンサー :  エブリバディ・トーク・アバウト・フリーダム
〈王子様はどこ？シアターピースって何！？〉
ナス  :  シンデレラ
〈建築家が作った音楽！？〉
クセナキス  :  ルボン
クセナキス  :  プサッファ
〈図形楽譜って？〉
ロックウッド  :  アマゾニア・ドリーミング
〈あなたが最初のお客さん！〉
◯◯◯◯  :  ◯◯◯◯（世界初演）
【アウトリーチ・プログラム】
●日常の中にある身近なモノで打楽器の基本奏法「叩く」
・
「振
る」
・
「擦る」を体験して貰い、一緒に音楽を作ります。
●校歌などの子供達に馴染み深い楽曲を様々なリズムにアレン
ジして演奏します。
●楽譜が全く読めない人でも不思議とわかる「図形楽譜」を
用いることで、
楽譜と音が一致している感覚を体験できます。
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Artist File
Doremi Takahashi &
Kaoru Jitsukawa, Piano Duo

© Yosuke Sato

高橋ドレミ＆實川 風
ピアノデュオ

（たかはしどれみ＆じつかわかおる ぴあのでゅお）

●ジャンル
ピアノデュオ

●所属マネジメント
MIYAZAWA ＆ Co.
〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシ
ティ W22 階
TEL 03-4360-5508
info@miy-com.co.jp
■担当マネージャー
伊舟城 朱里（いばらき あかり）

●アーティスト在住地
［高橋ドレミ］千葉県船橋市 ［實川 風］千葉県船橋市

●アーティスト出身地
［高橋ドレミ］千葉県船橋市 ［實川 風］千葉県旭市

プロフィール
アンサンブルの名手として作曲家の故・冨田勲氏や、
世界的トランペッターのアンドレ・アンリ、オッタヴィ
アーノ・クリストーフォリらから絶大な信頼を寄せられ、
独自の音楽活動を続ける高橋ドレミと、
ロン・ティボー
国際コンクール第 3 位（フランス）
、カラーリョ国際
コンクール第 1 位（イタリア）などを経て、実力派の
ピアニストとして全国各地で活躍中の實川風。それ
ぞれの音楽活動で培った高い経験値を持ち寄り、究
極のアンサンブルとしての 4 手連弾・2 台ピアノ演奏
を追究している。2020 年 3 月、TUTTI Label より
CD リリース・世界配信。
【高橋ドレミ】
4 歳よりピアノ、5 歳よりヴァイオリンを始める。大
学在学時代より多くの奏者との共演を重ね、2012 年
に日本フィルハーモニー交響楽団による故・冨田勲氏
作曲の「イーハトーヴ交響曲」の世界初演に携わる。
同作は宮沢賢治の世界を、初音ミクとピアノとオーケ
ストラで音にした意欲作で、その後の再演演奏会では
冨田氏よりゲストピアニストとして指名を受け、テレ
ビ朝日系列「題名のない音楽会」に出演。同氏の遺
作となった「Dr. コッペリウス」にもピアニストとして
携わった。久石譲 & 新日本フィル・ワールド・ドリーム・
オーケストラの一員として、2016 年より日本全国・ア
ジア諸国でのツアーに参加。日本フィルハーモニー交
響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団の鍵盤楽器
奏者としても活動をしている。管楽器との共演機会も
多く、トランペッターのアンドレ・アンリやオッタビアー
ノ・クリストーフォリなど、国内外の奏者から信頼を
寄せられている。一方、
ソロ活動ではバッハやスカルラッ
ティなど独自のレパートリーを築き、2018 年に自身初
となるソロアルバムをリリース。これまでに山野井千津、
横林歩、秦はるひ、関根有子、石井克典の各氏に師事。
東京音楽大学ピアノ演奏家コース首席卒業。
【實川 風】
2015 年、パリのシャンゼリゼ劇場で行われたロン・
ティボー・クレスパン国際コンクールにて、第 3 位（1
位なし）、最優秀リサイタル賞、最優秀新曲演奏賞
を受賞。2016 年、イタリアで行われたカラーリョ国際
ピアノコンクールにて第１位・聴衆賞を受賞。現在、
日本の若手を代表するピアニストの一人として、国
内外での演奏活動を広げる。ソリストとしてベートー
ヴェンを核とした本格的なレパートリーに取り組む一
方、邦人作品の新作初演などでも作曲家より信頼を
寄せられている。海外の音楽祭への招待には、上海
音楽祭、ソウル国際音楽祭、ノアン・ショパンナイ
ト（フランス）・アルソノーレ（オーストリア）など
がある。東京藝術大学附属高校・東京藝術大学を首
席で卒業し、同大学大学院（修士課程）修了。山田
千代子、御木本澄子、多 美智子、江口玲の各氏に
師事。グラーツ国立音楽大学ポストグラデュエート課
程を修了。マルクス・シルマー氏に学ぶ。

18

23303658 ArtistProfile_p08-20.indd 18

2020/03/17 18:55

自己アピール
楽しいだけでは始まらない

楽しいだけでは終わらせない

目に見えない、言葉にもできない、そして時間とともに過ぎ去っていっ

昔の記憶が蘇ってきたり、誰か別な人の人生を疑似体験してみたり、
体の内側からエネルギーが溢れてきたり―――

そんな“楽しかった”

て形にも残らない“音楽”という不思議なモノに、私たちはずっと取り

だけではない様々な心の動きを、コンサートやアウトリーチを通じて、聴

組んでいます。音楽を聴いて、空想上の世界に旅をしたり、忘れていた

いている人々と共有をしたいというのが、私たちの思いです。

この事業でできること、挑戦してみたいこと
●アウトリーチ
曲調が変わった瞬間に、泣いていた子供たちが一斉に泣き止む。この

連弾はお楽しみ要素が強く、子供達が取り組むジャンルと認識されてい
るのかもしれません。そもそもピアニストは、低音から高音までの広い音

光景を目の当たりにしたとき、私たちは子供の感受性の豊かさに驚嘆し

域を“一人で”どれだけ自在に操ることができるか？という事を幼少期

ました。これは、０歳から１歳までの子供たちの集まるベビーホームでの

から学び続けます。そのため連弾に取り組む機会が少なく、幼少期に子

演奏会での一コマです。ハイドンの「びっくりシンフォニー」を演奏して

供同士で演奏したり、先生と生徒で演奏したりする経験しか持たないこ

いたのですが、突然の大きな音に驚いた（ハイドンの意図した通り）子

とも少なくありません。そのような背景から、
本格的なピアノデュオコンサー

供たちは、一斉に泣き出してしまいました。ちょっとやりすぎたかと思い

トが開かれることは少なく、お客様にも魅力的なアンサンブル形態として

つつも弾き続けたところ、曲調が悲しい短調に変わった瞬間に一人残ら

広く認識されていない傾向があるようです。しかし、ピアニストが２人集

ず泣き止んだのです。子供達が生まれながらに持ち合わせている音楽へ

まり、４本の手・20 本の指・４つの耳・２つの頭脳をフル活用し、密に

の鋭い感覚に、私たちはびっくりしてしまいました。もう一つ、小学５年

コミュニケーションを取りながら音楽を創りあげることができたとき、連弾

生を対象としたアウトリーチでは、神秘的な古代エジプトを、ゆっくりし

はピアノソロ以上に立体的で奥行きのある、エキサイティングな音楽とな

たテンポと少ない音で描いたドビュッシーの「エジプトの女」を、部屋を

ります。モーツァルトやベートーヴェン、シューベルト、ブラームス、フォー

暗くし目を瞑って聴いてもらったところ、部屋全体が静寂に包まれ、生

レ、ドビュッシー、ラヴェルなどの名作曲家も、連弾のための魅力的な作

徒たちの張り詰めた集中力は演奏をしている私たちにも伝わってくるほど

品を多数残しました。皆さまに、アンサンブルとしての連弾の魅力をお伝

でした。そして演奏が終わりゆっくり目を開けた生徒たちの、古代エジプ

えすると共に、世に埋もれてしまっている名曲を皆さまに広く知っていた

トへのタイムスリップから帰ってきたような、気持ちよさそうな表情はとて

だきたいという思いもあります。さらに、ピアノデュオの形態には「連弾」

も印象深いものでした。授業のあとに担任の先生がおっしゃっていた「音

の他に「２台ピアノ」もあります。２台のピアノを所有されているホール

楽があまり好きでは無いのかな、と普段思っていた男子生徒も、後ろか

で演奏させていただく際は、ダイナミックで厚い響きの重なり合いを感じ

ら見ていてとても集中しているのが分かって驚きました」という言葉に、

ていただける２台ピアノ作品もプログラムに入れていきたいと思います。

生徒達の“音楽から想像を膨らませる力”や“音への集中力”を刺激す

ピアノソロ・連弾・２台ピアノ、さまざまな組み合わせでピアノの魅

ることの大切さを感じ、アウトリーチ活動のやりがいと意義を感じました。

力をまるごとお届けできるようなプログラムを、担当者さまと一緒に考

●ピアノデュオでのコンサート

えて参ります。

ところで、皆さまは「連弾」や「ピアノデュオ」という言葉に、どの
ようなイメージをお持ちでしょうか。今回おんかつ事業にピアノデュオとし

●地域の皆さまとの交流
日本は多くの自治体がコンサートホールとコンサート用のピアノを持つ、

て参加をしている私たちですが、これまで連弾のコンサートを企画しよう

世界にも稀にみるほど音楽環境が整った国です。この強みを活かし、地

としたり、宣伝したりすると「え～～～連弾？」
「わ、連弾はちょっと・・・

域の人々の交流を活性化するお手伝いができれば嬉しいです。

子供向けっぽいというか・・・」
「えっと…ソロも聞けるんですよね？」
など、連弾に対するネガティブな反応に驚くほど遭遇しました。やはり、

地域の皆様、ホールの皆さまと一緒に活動させていただくことを、と
ても楽しみにしております！

演奏可能プログラム
【連弾】
ハイドン：交響曲第 94 番「びっくりシンフォニー」
モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク
ベートーヴェン：3 つの行進曲
ブルグミュラー：貴婦人の乗馬、アラベスク、バラード
（二人のピアニストのためのブルグミュラーより）
ブラームス：ハンガリー舞曲（全曲）
ドヴォルザーク：スラブ舞曲（全曲）
シューベルト：幻想曲 ヘ短調
人生の嵐 イ短調
ロンド イ長調
軍隊行進曲
メンデルスゾーン： デュエット
フォーレ： 組曲「ドリー」
サティ： 風変わりな美女
ドビュッシー：小組曲
おもちゃ箱
6 つの古代エピグラフ

ラヴェル：マ・メール・ロワ
スペイン狂詩曲
ストラヴィンスキー：ペトルーシュカ
春の祭典
矢代秋雄：夢の舟
【2 台ピアノ】
ホルスト： 木星
サンサーンス： 死の舞踏
ラヴェル：ボレロ
ピアソラ：リベルタンゴ
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
モーツァルト：2 台のピアノのためのソナタ
ラフマニノフ： 2 台のピアノのための組曲 第 2 番
ショスタコーヴィチ： 2 台のピアノのための組曲

ほか多数

ほか多数
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行 一般財団法人 地域創造
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力 一般社団法人 日本クラシック音楽事業協会
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