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全席自由
一般2,000円／小中学生 入場無料
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こまえ文化フェスティバル
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主催：一般財団法人 狛江市文化振興事業団／狛江市
企画制作：音楽の街－狛江 エコルマ企画委員会　http://onkoma.jp/

2012年

11/18（日）
15:00開演   14:00開場

狛江エコルマホール
＊小田急線ご利用：新宿駅から約20分、登戸駅から約3分
＊バスご利用：調布駅から約15分

＊事前に整理券をエコルマホール
５階事務室でお受け取り下さい。

＜お申込み・お問合せ＞ エコルマホール  03-3430-4106   http://ecorma-hall.jp
＜プレイガイド＞ Odakyu OX 狛江店 1F 宝くじShop（窓口販売のみ）
 泉の森会館（狛江駅北口徒歩１分）

728席・小田急線狛江駅北口、徒歩1分

＊未就学児はご遠慮下さい。
＊団体割引（10枚以上で10%引き）がございます。倶楽部Eとの併用はできません。
＊託児サービス（2歳以上の未就学児１人につき1,000円・事前申し込み制）をご利用いただけます。

一般発売：8/25（土）　倶楽部Ｅ発売：8/23（木）
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特別出演：

公募による特別編成合唱団
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　「音楽の街－狛江」の活動と共に始まった人気の
“夢コンサート”もシリーズ6回目を迎えました。今年
度の夢コンサートは器楽音楽を中心にお届けしま
すが、2部後半は声楽アンサンブルや合唱と共に、シ
ンフォニックな響きでフィナーレを盛り立てます。
　最初にお聴き頂くのは、狛江市にゆかりのある若
手演奏家の公募により選ばれました将来有望な
ヴァイオリニストの演奏です。若さ溢れる15歳のフ
レッシュな演奏をお楽しみ下さい。続いて箏と尺八
による響きをお聴き頂きます。中学校の教科書にも
載っている代表的古典作品をお送りいたします。
　そして前半最後はタンゴの音楽をご紹介いたし
ます。＜リベルタンゴ＞や＜ラ・クンパルシータ＞
など、聴き覚えのある曲は、情熱に溢れながらも秋
に相応しい郷愁を誘う音楽です。エコルマホールに
響くタンゴの調べをお楽しみ下さい。
　後半は狛江市にゆかりある2名の作曲家作品にス
ポットをあてます。最初は、日本を代表する作曲家と

して活躍し、音楽の街活動にも協力を頂いた三木稔
氏の作品をご紹介いたします。残念ながら昨年12
月に急逝されましたが、追悼の意を表し氏の代表作
でもある＜マリンバ・スピリチュアル＞を演奏いた
します。続いては声楽作品のスペシャリスト金光威
和雄氏の作品を演奏いたします。103歳になられま
した、まどみちおさんの詩に金光氏が曲をつけた5
つの混声合唱曲から3曲をお届けいたします。声楽
四重唱とピアノ・トリオ（ピアノ、ヴァイオリン、チェ
ロ）という編成で演奏いたしますが、今回の夢コン
サートのために金光氏に編曲をお願いした魅力的
な特別バージョンです。
　そして演奏会のフィナーレは、懐かしい日本の音
楽メドレーをお聴き頂きます。秋にちなんだ耳になじ
みのある音楽は、会場の皆様も一緒に歌えるものに
なっております。公募によって結成された特別編成
合唱団とプロの器楽アンサンブルとのコラボレー
ションが夢コンサートのフィナーレを飾ります。

 9/16 （日）15:00  駅前ライブ Vol.29　 出演：千年パレード（ロック）
 10/10 （水）12:15  市役所ロビーコンサートVol.11 出演：瀬掘玲美（ヴァイオリン）、渡辺文子（ピアノ）
 10/14 （日）13:00  駅前ライブ Vol.30 出演：池田みさ子（ピアノ）とロス・アミーゴス
 11/11 （日）11:00/13:30  市民まつり駅前ライブ 出演：公募団体＆ゲストプロミュージシャン※通常の駅前ライブの拡大版となります。

こまえ文化フェスティバル　
夢コンサート2012 ～こまえを彩る秋の音
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～

音楽の街－狛江　他公演のご案内

 Welcomeコンサート　トロンボーン・カルテットの演奏
 多摩トロンボーン・カルテット ［浅沼俊介、白井友理恵、西須友香、古川 諭］
プログラム

● ヴァイオリン独奏
 齋藤 碧（ヴァイオリン） 林 絵里（ピアノ）
 曲目： チャイコフスキー 作曲　ヴァイオリン協奏曲ニ長調　作品35　第1楽章より

● 和楽器 伝統の音色
 平野裕子（箏） 戸川藍山（尺八）
 曲目： 五段砧

● 情熱のタンゴ
 池田みさ子（ピアノ） 石井有子（ヴァイオリン） 鈴木崇朗（バンドネオン） 齋藤 順（コントラバス）
 曲目： エルチョクロ、リベルタンゴ、ラ・クンパルシータほか　

● 鎮魂と光の打楽器アンサンブル
 パーカッショングループ Y.T.E  ［鈴木 彩（マリンバ） 三好啓太（打楽器） 長屋綾乃（打楽器） 伊藤拓也（打楽器）］
 曲目： 三木 稔 作曲　マリンバ・スピリチュアル

● 声楽と器楽の響演
 福成紀美子（ソプラノ） 金光和恵（メゾ・ソプラノ） 坂本貴輝（テノール） 大野 隆（バス・バリトン） 
 瀬掘玲美（ヴァイオリン） 上法 閑（チェロ） 渡辺文子（ピアノ） 
 曲目： 金光威和雄 作曲
 　   まどみちおの5つの詩による混声合唱曲より「やさしいけしき」「キリン」「いま！」

● 共鳴する日本の音楽  ～合唱と共に～
 福成紀美子（ソプラノ） 金光和恵（メゾ・ソプラノ） 坂本貴輝（テノール） 大野 隆（バス・バリトン） 平野裕子（箏） 
 山本普乃（三味線） 戸川藍山（尺八）  鈴木 彩（マリンバ） 瀬掘玲美（ヴァイオリン） 上法 閑（チェロ） 渡辺文子（ピアノ）  
 榊原 徹（指揮） 公募による特別編成合唱団　合唱指導：山本智子 稽古ピアノ：原麻里子 
 曲目： 秋を感じる日本の歌メドレー

せん　ねん

１ 市民文化の振興と地域の活性化
２ 高度な水準の芸術に市民が気軽
に触れられる機会の提供

３ 児童・生徒の音楽活動の推進、将
来の「音楽の街」の担い手づくり

４ 新人・若手の音楽家に対する活動
の場の提供

５ 外国人音楽家の支援・交流を通じ
た国際化の推進

この活動は音楽だけに留まらず、
演劇、舞踊、美術など、芸術文化全
般の分野と積極的な交流を持ちな
がら、狛江を誇り高き芸術の街にし
ていきたいという願いがあります。
今後も「音楽の街－狛江」の活動に
ご理解とご協力をよろしくお願い
致します。

「音楽の街－狛江」構想推進委員会
音楽の街－狛江 エコルマ企画委員会

狛江市は誰もが楽しめる「音楽の
街」づくりを目指しています。狛
江には以前から音楽家や愛好家
による音楽活動が活発にありま
したが、2006年に「音楽の街－狛
江」構想策定委員会として準備
委員会が発足致しました。そして
2007年からは構想推進委員会と
して「音楽の街」づくりの意見交
換を活発にしています。ここでの
意見を基に、推進事業実行委員
会を立ち上げ、公演などの事業
を行ってきました。2010年からは
一般財団法人 狛江市文化振興事
業団に拠点を移し、音楽の街－
狛江 エコルマ企画委員会として
新たなスタートを切りました。こ
れまでの駅前ライブや夢コン
サートなどの公演に加えて、エコ
ルマホールを中心とした新たな
活動を予定しています。今後は保
育園や福祉施設などでの公演を
充実させて、これまで以上に市民
の誰もが気軽に音楽に親しめる
狛江の街、「水と緑」と「音楽の
街」を目指しています。

音楽の街－狛江
活動について

音楽の街－狛江
５つのアプローチ


