
第34回荻窪音楽祭

OnLine演奏会

2021年11月5日（金）
19時～20時30分



【Ensemble Lyrica】
♪ L.v. ベートーヴェン：交響曲第7番 I. Allegro vivace
♪ G.ヴェルディ：「仮面舞踏会」より
『私は死にましょう』(アメリア) 
『だが、あなたを失っても』(リッカルド)
2重唱より

【ensemble LEDA】
♪ R.ラヴランド作曲/B.グラハム作詞 : You Reise Me up
♪ E.モリコーネ: Nella Fantasia

【ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン】
♪ 山上のヨーデル ほか

【MUSICA SMECA】
♪ F. シューベルト:「君こそは憩い」
♪ G.P. テレマン:「ターフェルムジーク」より
♪ J.S. バッハ:「主よ人の望みの喜びよ」

【Ensemble: La Voce】
♪ G.プッチーニ：歌劇『ラ・ボエーム』第4幕より
♪ G.ヴェルディ：歌劇『トロヴァトーレ』第1幕より

【音の台所･茂木淳子&川津直子】
♪ 『ブルクミュラー 鳥ノオト～ピアノと語りでつづる音楽紙芝居に寄せて』
ブルクミュラー：「25の練習曲」より
「やさしい花」「なぐさめ」「牧歌」

プログラム



♪ L.v. ベートーヴェン：交響曲第7番 I. Allegro vivace
♪ G.ヴェルディ：「仮面舞踏会」より
『私は死にましょう』(アメリア) 
『だが、あなたを失っても』(リッカルド)
2重唱より

＜プロフィール＞

第5回荻窪音楽祭より連続して会企画・自主企画で参加しています。オペラ音楽を多く演奏してい
ます。

Sop 堀口加奈子（ほりぐちかなこ）東京コンセルヴァトアール尚美専門コース、音楽芸術コース、
ディプロマコース・クラシック学科声楽専攻卒業。二期会オペラ研修所修了。声楽を、故・大國和
子、小泉惠子、腰越満美、マルチェッラ・レアーレ、各氏に師事。「蝶々夫人」「椿姫」「トス
カ」「トゥーランドット」各タイトルロール、「ラ・ボエーム」ミミ、「イル・トロヴァトーレ」
レオノーラ、「仮面舞踏会」アメーリア等で出演。町田シティオペラ協会会員、横浜市民広間演奏
会会員、二期会会員。

Ten 宗像成弥（むなかたせいや）明治大学卒業。昭和音楽芸術学院、(財)日本オペラ振興会オペ
ラ歌手育成部を経て音楽活動を始める。1998 年より渡伊。ジュリアーノ・チャンネッラ、ヴィン
チェンツォ・ベッロ、リリアーナ・ポーリ、高田作造、の各氏に師事。2000年毎日新聞社主催第
31 回イタリア声楽コンコルソ、第 32 回ヴィンチェンツォ・ベッリーニ国際コンクール他、ウン
ベルト・ジョルダーノ、アルカモ、パレルモの各国際コンクールにて入選、入賞。帰国後「ラ・ボ
エーム」のロドルフォ、「椿姫」のアルフレード、「カヴァレリア・ルスティカーナ」のトゥリッ
ドゥ等主にイタリアオペラを中心に数多くの主役を務める。

Fl 守真弓（もりまゆみ）荻窪在住。東邦音楽大学附属東邦中学校ピアノ科卒業。国立音楽大学附
属音楽高等学校フルート科卒業、津田塾大学学芸学部英文学科卒業。演奏会、オペラにフルートで
出演。荻窪音楽祭実行委員。担当は音楽委員会、自主企画委員会、公報委員会、配信委員会。

Vn 窪川真衣子（くぼかわまいこ）国立音楽大学ヴァイオリン科卒業。ヤングプラハ国際音楽祭、
ザルツブルグ大聖堂夏季音楽祭に参加。東京シンフォニア、マミューズオーケストラに所属。また、
フリー奏者として活動中。都立高校の講師、管弦楽部の指導、中尾音楽院の講師など後進の指導に
もあたっている。ヴァイオリンを荒井雅至、坂井みどりに師事。

Pf 山田郁（やまだいく）板橋区在住。板橋区演奏家協会所属。東京学芸大学教育学部特別音楽科
ピアノ専攻卒業。東京都中学校教員を経て、現在はコーラスやアンサンブルの伴奏をしながら子供
たちにピアノを教えている。

Pf 岩渕静（いわぶちしずか）小金井市在住。国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。ロシア総合
芸術大学音楽修士取得。東京、モスクワなどでリサイタル及びオーケストラと共演。現在、合唱団
ピアニスト、オペラ・ピアニスト、アンサンブル・ピアニストとして活躍中。

ホームページhttp://www.mmjp.or.jp/TELEPAC/Lyrica/

YoutubeチャンネルEnsembleLyrica

Ensemble Lyrica



♪ R.ラヴランド作曲/B.グラハム作詞 : You Reise Me up

♪ E.モリコーネ: Nella Fantasia

Sop 佐藤朋子

Vn 岩﨑眞弓

Vc 渋谷恵里

Pf 鈴木久仁子

<プロフィール>

武蔵野音楽大学、大学院修了者が集まって1988年結成。

1990年からコンサート活動を開始。子どものためのクラシックコンサートシリーズ「はじめて
のクラシック」や、「カーネーションコンサート」「銀河の歌」「リベルタンゴ」「世紀末の
夢」などを発表。

2017年からDA/LEDAを結成し「わたしのこもりうた」の活動を展開。

そのユニークな活動は、高い評価を得、アーツカウンシル東京、杉並区文化芸術活動の助成活
動に認定された。

ensemble LEDA



♪山上のヨーデル ほか

ヨーデル・カウベル 北川桜 TB・アルプホルン トムプフラウメ TB・アルプホルン ミヒャエルホフマン

TB・アルプホルン クルトミューラー

<プロフィール>

★北川桜

国立音楽大学声楽科卒業・二期会オペラ会員・ヨーデル歌手

2008年スイス連邦主催ヨーデルフェストにおいて最高級クラス1級（エルステクラス)を認定、以後2018
年まで4回認定される

2009年 スイスでアジア人で初めてのヨーデルのCDをリリース メディアで話題になる。

2011年 ドイツ ミュンヘン オクトーバーフェスト 6500人の ホフブロイハウス会場にアジア人ヨーデル歌
手として初ゲスト出演、以降2012~2013,2017年出演。

日本では 「ポンキッキーズ」「NHKEテレ 天才てれびくんYOU 山の文字もんの回」「NHK Eテレ ムジ
カピッコリーノ」「NHK Eテレ Rの法則」「TBS はなまるマーケット」「TBS 世界ふしぎ発見」「TBS 
ジョブチューン」他、数多くのメディア出演や 全国ホールファミリーコンサート等に出演。

北川桜 オフィシャルHP http://kitagawa-sakura.biz/

★ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン

1994年から活動している ドイツスイスオーストリアの民族音楽を専門に演奏する プロのグループです。

本場仕込みの北川桜のヨーデルに加え、アルプホルン・カウベル・アコーディオン・トロンボーンの演奏
で、参加型のステージが持ち味です。

今までは、(株）ヤマハ音楽企画、企画作品「アルプスのうた」（全国ホール公演多数）や、地方公共団体
主催のホールでのファミリーコンサート、各種イベント、ホテルのディナーコンサート、豪華クルーズ船
のディナーコンサート、教育委員会様のコンサート 、又ドイツ大使館共催のオクトーバーフェスト、ビア
ホールのレギュラー 、テーマパーク 等に呼んで頂き、公演を行って参りました

2020年からは オンラインコンサートに力を入れています。

独自の zoomでの 良い音のアンサンブル 生配信コンサートを、背景に アルプスの情景なども入れ込み、
旅行気分でお届けする 290席のオンライン劇場 https://netgekijou.amebaownd.com/ を行っていま
す。

又オンラインから オンライン 、オンラインからリアル会場へも 会場 のモニターやテレビ プロジェクター
電光掲示板などにオンライン出張演奏（生演奏）を お届けしています！

♪オンライン出張演奏承り中！★（有）桜企画

1998年創立、杉並区成田東にある音楽事務所です。

プロ演奏家によるアルプスの音楽隊「ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン」を中心に、数多く
のアーティストマネージメントとイベント企画を行っています

ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン



ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン(続き）



ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン(続き）



♪ F. シューベルト:「君こそは憩い」

リュッケルトの詩に作曲された歌曲で、規則正しく韻が踏まれている言葉が美しい曲です。本来はピアノ
の伴奏で歌われる曲ですが、木管三重奏にアレンジしました。

♪ G.P. テレマン:「ターフェルムジーク」より

バロックの巨匠テレマンのターフェルムジークを、3本の木管で演奏します。本楽曲では低音楽器である
ファゴットが、フルートパートを2オクターブ下げて演奏します。

♪ J.S. バッハ:「主よ人の望みの喜びよ」

バッハの10曲で構成される教会カンタータ「心と口と行いと生活で」の最後の曲。通常、合唱で歌われま
すが、今回はソプラノソロで歌います。

＜プロフィール＞

私たちは歌とアンサンブルのチーム、MUSICA・SMECAです。延べでいうと８人ぐらいのメンバーがいま
すが、今回はソプラノと木管のトリオで参加します。私たちは公的資格を有する経営コンサルタントです。
独立したプロコンサルタントから、企業で働きながら地域支援の活動をする人など様々ですが、音楽が好
きという共通点から集まったチームです。コロナ禍ということもあって、いつもより合わせの練習が少な
いのが不安ですが、精いっぱい頑張って録画しました。どうぞご視聴をお願いいたします。

Fl佐々木康志

楽器歴は、格好から入って（笑）約６年になります。そろそろ初心者も卒業できたかなという感じです。
楽器はフルートパートを担当しています。チームの他のメンバーは、演奏歴大先輩なので、足をひっぱら
ないように、また皆さん美しい音色を聞いていていただけるように頑張ります。

Ob松本恭子

いろいろな音楽活動の末、オーケストラのオーボエにたどり着きそこからウン十年。演奏するのが楽しく
て、打ち上げでのお酒が美味しくて、オーボエにどっぷりはまっています。普段はJR東日本交響楽団、NS
シンフォニーオーケストラで吹いています。今回お届けする3曲の中で、シューベルトが一番の鬼門！オリ
ジナルのピアノ伴奏版にあるようなやさしさと情感あふれる雰囲気にどこまで近づけるか挑戦です。

Fg佐藤誠一郎

ファゴットを始めたのは大学に入ってから。社会人になってもオーケストラを続けています。楽器を吹く
機会が少なくなって改めてその良さに気づきました。オーケストラでは「縁の下の力持ち」的な役割です
が、とても暖かい音が出ます。今回は高音担当３名に対し、低音担当１名と多勢に無勢ですが、がんばり
ます。

Sop鈴木香織

合唱指導者の父に触発されて歌に関心を持つも、周囲の反対で音大進学を断念。社会人になって趣味とし
て声楽の勉強を再開して18年目。2011年柴田南雄作曲『忘れられた少年−天正遣欧少年使節』少年マン
ショでオペラ初出演。以降、『魔笛』侍女、『ジプシー男爵』ミラベラ、『夢遊病の女』テレーザ等で全
幕オペラに出演。”万里の長城杯”国際音楽コンクール奨励賞。及川音楽事務所新人オーディション合格。
同特別賞。さくら音楽コンクール ベストプレーヤー賞。荻窪音楽祭運営委員。ドイツ歌曲研究会ノイ
エ・クレンゲ会員。

MUSICA SMECA



♪ G.プッチーニ： 歌劇『ラ・ボエーム』第4幕より

♪ G.ヴェルディ： 歌劇『トロヴァトーレ』第1幕より

Sop 大林弘子 Ten 岡本日出数 Bar 里田浩 Pf 岩渕静

＜プロフィール＞

Ensemble: La Voceは，アマチュアの声楽家とプロのピアニストから成る声楽グループです。2002
年に前身のグループで初めての演奏会を開催して以来，およそ年1回のペースで演奏会を開催してい
ます。荻窪音楽祭には2009年以来，毎年，会企画に参加させていただいております。

当グループホームページ https://sites.google.com/site/enslavoce/home

＜お知らせ＞

本日動画でご覧いただく演奏は，今年の10月24日に，荻窪にある大田黒公園の記 念館をお借りして
収録したものです。演奏の全編はYouTubeで公開します。当グループホームページにリンクを設定し
ますので，是非ご覧ください。

《演奏曲》

♪ライト＆フォレスト： ミュージカル『キズメット』第2幕より

マーシナーとカリフの二重唱「これが私の愛する人」 (大林，里田)

☆メロディはボロディンの弦楽四重奏曲第2番の第3楽章「夜想曲」のものです。

♪ツェムリンスキー： 歌曲「夕暮れの森を歩くとき」 (里田)

☆今年2021年はツェムリンスキー(1871-1942)の生誕150周年です。

♪ジョルダーノ： 歌劇『アンドレア・シェニエ』第1幕より

シェニエのアリア「ある日，青空を眺めて」 (岡本)

♪プッチーニ： 歌劇『ラ・ボエーム』第4幕より

ロドルフォとマルチェッロの二重唱「ああミミ，君はもう戻ってこない」 (岡本，里田)

♪ヴェルディ： 歌劇『トロヴァトーレ』第1幕より

レオノーラのアリア「穏やかな夜」 (大林)

ルーナ伯爵，マンリーコ，レオノーラの三重唱「静かな夜だ」 (大林，岡本，里田)

♪シェーンベルク： 歌曲「期待」 (里田)

☆シェーンベルクはツェムリンスキーに作曲を師事。

大田黒元雄が1915年出版の著書「バッハよりシェーンベルヒ」で国内に紹介しました。

Ensemble: La Voce



♪ J.ブルクミュラー：「25の練習曲」より

「やさしい花」

「なぐさめ」

「牧歌」

＜プロフィール＞

音の台所・茂木淳子（おとのだいどころ・もぎじゅんこ）［構成・イラスト・語り］

1959年東京都生まれ。「音の台所」のペンネームでイラストを描き、2010年5月から2年間「ム
ジカノーヴァ」に「ブルクミュラー鳥ノオト」（イラスト・文）を連載。2012年に音楽紙芝居
「月夜のナイチンゲール」を制作し、これまでに10作品以上を発表。

2013年より沖縄県那覇市に在住。著書に絵本『ゼツメツキグシュノオト』（らんか社）、絵本
『くもこちゃん』（七月堂）ほか

Youtube 音の台所チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC5J_oxQberJiLcpCpKoAa3w

川津直子（かわつなおこ）［ピアノ］

4歳よりピアノを始める。桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部ピアノ科を卒業。
第10回飯塚新人音楽コンクール入賞。第1回日本アンサンブルコンクール優秀演奏者賞受賞。これ
までに石井千穂、佐野翠、松岡貞子、池本純子、土屋美寧子、和波孝禧の各氏に師事。ソロおよ
び室内楽を中心に演奏活動を行っている。音楽紙芝居「月夜のナイチンゲール」の初演以来、ピ
アノを担当している。Fulgor Trio（ピアノ三重奏）メンバー。

音の台所・茂木淳子 川津直子
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