ATTENTION
来場者の方へのお願い

当音楽祭は各種メディアの方々が来場され、各種取材活動が行われる場合があります。
会場の様子がテレビ、新聞、雑誌等に、放送・掲載されることがありますので、予めご了承
くださいますようお願いいたします。

13:30〜14:15（開場・当日券配布12:45〜）
定員728席（当日券: 200席程度）

11:00〜11:30

遠TONE音〈尺八・箏・ギター〉
木村佳代子〈サックス〉
川村ケン〈ピアノ・キーボード〉

魅惑のハワイアンソングを演奏、癒しのサウンドで
フラとの共演。

恋の予感、星空、他

心のふる里を奏でる狛江ゆかりのグループに、スペシャル
ゲストを迎えた特別公演

Kipahulu（キパフル）
〈ハワイアン〉
12:30〜13:00

ブルームーン
〈カントリー &ウエスタン〉

カントリーウエスタンのバンド。ジャズ、ポップスを演奏。

14:15〜14:45

★終演時間はおおよその目安です。
★雨天の他、やむを得ない事情により公演時間、出演者、プログラムは変更になる場合があります。
最新情報は、LFJプレフェス・ア・コマエ公式ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。

10:45〜11:30（開場10:15〜）※事前申込制・締切済

10:00〜10:45（開場・当日券配布9:15〜）定員728席（当日券:200席程度）

関口直仁〈バリトン〉
磯野恵美〈フルート〉
平田彩圭〈クラリネット〉
野村幸生〈ヴァイオリン〉
桜井しおり〈ピアノ〉

大植英次〈指揮〉
洗足学園音楽大学管弦楽団

10:50〜11:10

ひよこ4銃士〈フルートカルテット〉

吉松隆「さえずり鳥ブログ」
:
から 第1楽章
チェレプニン :フルート四重奏曲から 第1・3楽章
クラーク :ジグザグズー
アンジェリス :ランニング

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」

こどもたちの音楽アトリエ
〜音楽劇「ミヨーさんと行く!新しい世界への旅」
〜

“世界の大植”が魅せる！アメリカへ渡った
ドヴォルザークの郷愁

かっこいい曲が吹きたくて集まった4人組 ! 幅広いジャンルとクラシック
の融合をお届けします。

福本純也
Kawasaki Latin Jazz Experiment
〈Latin Jazz×クラシック音楽〉
幻想即興曲、他

山本裕理子

踊りたくなるクラシック音楽!？新しい世界観で会場を
盛り上げます! !

遠TONE音

平田彩圭

野村幸生

洗足学園音楽大学管弦楽団

木村佳代子

〔28-A〕
鑑賞者限定
13:00〜13:15、４階
ロビーできんたの会
（和太鼓）によるオー
プニングライブを行
います。
（曲目・編成は未定）

川村ケン

© 飯嶋隆

サウンドリバー〈スタンダードジャズ〉

関口直仁

桜井しおり

磯野恵美

17:45〜18:00

響輪 Wind Orchestra
〈管楽器アンサンブル〉

市内吹奏楽部卒業生で結成された新生吹奏楽団。

きんたの会

16:45〜17:30（開場・当日券配布16:00〜）

定員728席（当日券: 200席程度）

オペラユニット レジェンド

ある晴れた日に〈歌劇
「蝶々夫人」
より〉、
遠き山に日は落ちて〈
「新世界」
より〉、他

馴染みのある名曲からオペラまで、人気の実力派５人の歌声で

18:00〜18:15

Kissin Cousins
〈ウクレレdeフォーク、
ロック、ハワイアン〉
笑顔を力に !3・11をきっかけにおじさんと甥２人で
結成しました。

19:15〜19:45

9つの楽器が奏でるアンサンブル !
洗練された優雅な室内交響曲をお届け。

近藤菜実子

プロコフィエフ:ヴァイオリン・ソナタ第1番へ短調op.80
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第7番ハ短調op.10-3
フランスの重鎮と新星が
初共演！狛江でしか聴け
ない流麗なデュオ

狛江ともしび音楽隊〈昭和歌謡〉

レミ・ジュ二エ

結成17年、コンサート131回、レパートリー255曲で活動中。

14:15〜14:30

桐山 ショウゴ
〈ジプシージャズ・ミュゼット・クラシック〉
14:30〜14:45

ざらきProject〈エンターテインメントクラシック〉

「見て」
「聴いて」たのしめる、クラシックアンサンブル !

黄金のソウル、ディスコ
ミュージックを中心に
日本各地アメリカでも
活躍中 !

16:00〜16:30

TeamComp〈クラシックとポップスのクロスオーバー〉

オリヴィエ・シャルリエ

©JBMillot

チェロ界の至宝とたどる、新たな世界
を目指した作曲家たちの足跡

狛江中心に活動中 !
オリジナルアレンジであの人気曲も歌います。

○泉の森会館の入場について
各公演30分前から泉の森会館３階会場入口におい
て、先着順で入場券を配布します
（お一人様2枚まで、
先着70席程度予定）。入場券がなくなり次第、入場が
できなくなりますので予めご了承ください。

標記は、ラ・フォル・ジュルネTOKYO2018の
参加アーティスト

（開場・入場券配布13:25〜）定員70席程度

星野悠羽〈クラシックピアノ〉

４歳よりピアノを始める。
春を感じていただけるよう演奏します。
………………………………………………………………………

日裏晶子・日野道生

〈スパニッシュピアノ&フラメンコギター〉

アルベニスの曲やオリジナル曲等。情熱のスペインの世界へ !

飯泉昌宏

18:30〜19:00

・廣田ゆり（p）DUO
麻宮百（vo）
〈ジャズ・シャンソン・ボッサ〉

心温まる音楽で狛江の笑顔が集まる瞬間（とき）を一
緒に創りましょう。

森山 豊

幸喜いずみ

川越あさみ

15:15〜15:35

モーツァルト:2台ピアノのためのソナタから 第1楽章
ショパン: 練習曲op10-4
ベルリオーズ :神聖な歌

©鍋島徳恭

13:55〜14:25

津森久美子

前澤りな

リュミエール・サクソフォン・アンサンブル
〈サクソフォン八重奏〉

結成52年目、狛江の老舗ビックバンドによるスイングジャズ♫

本場で認められた
２人が哀愁のファ
ドの世界へお連れ
します。

渡邊愛梨

独特なリズムが繰り返される、打楽器の「音」の
世界を存分に楽しんで !

イズミスイングオーケストラ〈ジャズ〉

津森久美子&飯泉昌宏
〈ポルトガル音楽FADO〉
Barco Negro
（暗いはしけ）
、他

内海希美子

前田啓太〈パーカッション独奏〉

堤 剛〈チェロ〉
リゲティ:無伴奏チェロ・ソナタ
ブロッホ:無伴奏チェロ組曲 第1番
カ サ ド: 無伴奏チェロ組曲

紅い花白い花〈ヴォーカル・グループ〉

○エコルマホール４階ホールの入場について
エコルマホール４階ホール公演は、事前の応募で当
選をした方か、当日券をお持ちの方のみ入場できま
す。当日券は各公演開演４５分前から4階ホール入口で
配布します
（お一人様２枚まで、先着200席程度予定）
。
※28日
（土）
は自由席、29日
（日）は指定席となります。

梅島洸立

クセナキス :ルボン

18:00〜18:30

15:15〜15:45

芳野円香

13:30〜13:50

15:45〜16:30（開場・当日券配布15:00〜）定員728席（当日券:200席程度）

ヴァイオリンをメインにしたユニットで各地音楽祭に出演中。

11:45〜12:15

現代奏造Tokyo〈管楽九重奏〉

11:30〜12:00

2016年~ボタンアコーディオン奏者。SNSにライブ情報あり!

Tokyo Funky Dolls
〈FUNK、SOUL〉
ダンス天国、他

伊東美紀

グノー : 9つの管楽器のための小交響曲

オリヴィエ・シャルリエ〈ヴァイオリン〉
レミ・ジュ二エ〈ピアノ〉

ライブ、慰問など、セッションを楽しんで4年!

喜田理永

12:10〜12:30

大植英次

12:45〜13:30（開場・当日券配布12:00〜）定員728席（当日券:200席程度）

16:00〜16:30

新道悠衣

18:45〜19:30（開場・当日券配布18:00〜）定員728席（当日券:200席程度）

16:30〜16:50

英哲風雲の会〈太鼓〉

アンサンブル イプスィロン
〈木管五重奏〉

林英哲:組曲「澪の蓮」
（振付・構成・監修:林英哲）

カーター :木管五重奏曲
アーノルド : 三つのシャンティ

異国の地で植林に
励んだ男の物語を、
大迫力のアンサン
ブルが紡ぐ

「新しい世界」を模索し続けた2人の作
曲家の作品に焦点を当てて演奏します。

≪鑑賞にあたって≫

17:15〜17:45

（開場・入場券配布16:45〜）定員70席程度

中野亜維里・青山瑠美子〈クラシック（オペラ）〉

国内外で活躍しているソリスト2人が2011年に結成したデュオ。
………………………………………………………………………

Duo 田中橋〈ピアノ連弾〉

狛江で生まれ育った母娘が贈る、ピアニカ・打楽器ありの楽し
い連弾。

“サクソフォン”と言う楽器が初めて世
の中にお披露目された際に演奏された、
ベルリオーズ作曲の「神聖な歌」をサク
ソフォンアンサンブルにて演奏。
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当音楽祭では、
「早くから
『本物の音楽』
に触れてほしい」
という想い
でお子さまにも広く門戸を開いています。
ただし、大人に混じって聴い
ていただくことになりますので、誰もが気持ちよく鑑賞できる環境づ
くりにご協力ください。
もし会場にお子さまの姿を見かけたら、温かく見守ってあげてくだ
さい。少々ご迷惑をかけてしまうこともあるかもしれませんが、そんな
ときは優しくひと声を。そして、
ちゃんと聴くことができたお子さまに
は
「えらかったね」のひと声を。
クラシックデビューが 良い思い出 に
なれば、
コンサートは未来へと続いていくはずです。

