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。

10:00〜10:45（開場9:30〜）定員:120席程度

11:00〜11:35 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」

オープニング箏曲合奏
箏曲正音会、都立狛江高校箏曲部
風間禅寿（尺八）

イズミスイングオーケストラ〈軽音楽〉

狛江市内を活動拠点に据え、結成50年を迎えた老舗
スイングビッグバンド。

「島の風」
「春の詩集」ほか
箏曲・三絃奏者渡辺正子の元で学び、狛江を拠点に
各地で活躍する箏曲正音会と３年連続で全国大会出
場を決めた都立狛江高校箏曲部の演奏。

11:45〜12:15 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」
KIPAHULU〈ハワイアン・バンド〉
魅惑のハワイアンをお届けします。
癒しのサウンドと優雅なフラの共演。

★終演時間はおおよその目安です。
★雨天のほか、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。

11:15〜12:00（開場10:30〜）※事前申込制・締切済

10:00〜10:45（開場・当日券配付9:15〜）定員728席（当日券:150席程度）

野尻小矢佳

シャニ・ディリュカ〈ピアノ〉

〈子どものためのワークショップ〉

こどもたちの音楽アトリエ「森のおくりもの
〜もっきん＆たいこde音さんぽ〜」
色々な音とリズムを探しに「音の森」へでかけよう。
みんなの体もゆかいな楽器に変身！

12:25〜13:00 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」

洗足学園音楽大学延原正生ゼミ〈弦楽合奏〉

ヴィヴァルディ:協奏曲集「四季」より「春」第 1 楽章
延原正生 :弦楽のための「SAKURA」

ドビュッシー：雨の庭《版画から》
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番
ヘ短調 op.57「熱情」ほか

大学内で指折りの規模を誇る演奏会実習ゼミ。LFJにも2014年に大学を
代表して出演。

12:10〜12:30 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」

夢想や清らかさと結びついた「水」と、原始的な
活力をもつ「火」の音世界を聴き比べ！

Senzoku Hands On Semble

〈民族打楽器アンサンブル〉

′
C.ハーディ: Fale′
me（ファレメ）
、Los Afrokanes（ロス・アフロカネス）

東京楽竹団 そらたけ

シャニ・ディリュカ

自ら作り奏でるをテーマに創作
竹楽器の演奏。

紅い花白い花〈ヴォーカル・グループ〉
都立狛江高校箏曲部

地域密着音楽家の菊池リカと歌好きな人たちが集合!!

13:30〜15:30（開場13:00〜）定員:120席程度

13:40〜14:10 「緑の三角ひろば（こまえ屋台村）」

洋楽の愉しみ

add9th〈ピアノ・ベース・ドラムスのジャズ〉

狛江の老舗ジャズバー「add9th」を中心に活動するピアノトリオ。

coccolare（ココラーレ）

〈女声アンサンブル〉

14:20〜14:50 「緑の三角ひろば（こまえ屋台村）」

結成20年。オペラからオペレッタまで。

撫子コンソート〈古楽アンサンブル〉

リコーダーとバロックチェロからなるアンサンブル。

飯守朝子・佐伯恵美

〈ヴァイオリンとチェンバロとのデュオ〉

狛江在住の現役芸大生ヴァイオリニスト飯守朝子が、
チェンバロ奏者佐伯恵美と初競演 !

ホット♪エンジェルス〈ヴォーカル・グループ〉
狛江市を拠点に活動するコマエンジェルの歌担当チーム。

14:30〜15:05 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」
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。

野尻小矢佳

14:15〜15:15（開場13:45〜）定員120席程度

能「羽衣」より後半部分

歌楽『鶴』
（邦楽伴奏によるモノオペラ）
飯島香織（ソプラノ）、松村エリナ
（二十一絃箏）
渡辺正子（二十一絃箏）、戸川藍山（尺八）
榊原 徹（指揮）

和洋アンサンブル 結Ⅲ
〈Flower & Water〉

JAZZを身近に気軽に楽しみましょう！

17:15〜18:15（開場16:45〜）定員120席程度

17:10〜17:50 「緑の三角ひろば（こまえ屋台村）」

箏曲古典作品を中心に

18:00〜18:30 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」
桐朋学園クラリネットアンサンブル
CL☆Action（クラクション）

〈クラリネット・アンサンブル〉
サン＝サーンス（大久保圭子編）:組曲「動物の謝肉祭」より

三木希生子（ヴァイオリン）、岩戸有紀子（ヴァイオリン） クラリネットのみの大編成でお送りする「動物の謝肉祭」の
迫力を体感！
成瀬かおり
（ヴィオラ）、山浦陽子（チェロ）
松村エリナ
（二十一絃箏）、野澤徹也（三味線）
戸川藍山（尺八）、堀野稚菜（ハープ）、榊原 徹（指揮） 18:40〜19:00 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」
きんたの会〈和太鼓〉

歌曲集
『花ものがたり』
より〜馬鈴しょの花〜
飯島香織（ソプラノ）、和洋アンサンブル

15:10〜15:30 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」
東邦音楽大学サクソフォンアンサンブル

© 武藤 章

広瀬悦子

〈サクソフォン・アンサンブル〉

吉田 誠

ヘンデル 「
: 水上の音楽」より

各地で好評を博すアンサンブル。ヘンデルの代表的な作品をサクソフォンの
みでお届け。

16:40〜17:00 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」
アンサンブル・プログレス〈木管合奏（ハルモニームジーク）〉

眠っていた草木や動物たちが一斉に息を吹き返す
「春」の溢れるエネルギーを耳で体感！

withPleasure

いろいろなジャンルを演奏。皆さんで楽しみましょう！

狛江ともしび音楽隊〈昭和歌謡演奏〉
ブルームーン〈カントリー &ウエスタン〉
サウンドリバー〈スタンダードジャズ〉

「春をテーマにしたオリジナル・アレンジ楽曲」

16:30〜17:00 「緑の三角ひろば（こまえ屋台村）」

狛江スーパーセッション

14:10〜15:10 「緑の三角ひろば（こまえ屋台村）」

斎藤ネコカルテット〈弦楽四重奏〉

市内を中心にボランティア演奏活動をしている音楽バンド。

狛江に50年在住した世界的作曲家「三木 稔」。ソプラ
ノによるモノオペラと和楽器、洋楽器の特徴を生かし
た時代と世界の架け橋のような作品を演奏。

狛江市民吹奏楽団

15:45〜16:30（開場・当日券配付15:00〜）定員728席（当日券:150席程度）

狛江ともしび音楽隊〈昭和歌謡演奏〉

三木 稔作品集

自然を彩る春や朝日、月、花、鳥、魚の姿を詩的に描いたシューベルトの名曲を集めて。

コロンえりか

15:15〜15:45 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」

〈ピアノ・ベース・ドラムスのジャズ〉

シューベルト：ますD550、野ばらＤ257、岩上の羊飼D965ほか

三保の松原で出会った天女と漁師の物語。
囃子、地謡も入り、解説付きで本格上演。

15:55〜16:30 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」

16:30〜17:30（開場16:00〜）定員:120席程度

楽しむ・楽しませる・そして充実を得るをモットーに活動しています。

中村昌弘（シテ）
栗林祐輔（笛）、鳥山直也（小鼓）
亀井洋佑（大鼓）、小寺真佐人（太鼓）
辻井八郎（地謡）、本田芳樹（地謡）
本田布由樹（地謡）ほか
井上貴覚（後見）

川沿いのせせらぎをイメージしたJAZZグループ。

佐伯恵美

狛江市民吹奏楽団〈吹奏楽〉

コロンえりか〈ソプラノ〉
広瀬悦子〈ピアノ〉
吉田 誠〈クラリネット〉

サウンドリバー〈スタンダードジャズ〉

飯守朝子

13:45〜14:05 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」

12:45〜13:30（開場・当日券配付12:00〜）定員728席（当日券:150席程度）

13:00〜13:30 「緑の三角ひろば（こまえ屋台村）」
渡辺正子

民族打楽器で奏でられるナチュールの世界。躍動感と迫力溢れる演奏に魅了
されて。

©Eric Dahan

〈創作竹楽器〉
箏曲正音会

10:50〜11:10 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」

狛江在住の箏曲・三絃奏者平野裕子を中心とした
箏曲合奏。
『夕顔』福田恭子（箏）、平野裕子（三絃）
戸川藍山（尺八）
『みだれ』平野裕子（箏）
『明鏡』平野裕子（三絃）、戸川藍山（尺八）
『春の海幻想』平野裕子（箏）、戸川藍山（尺八）
石本かおり（箏一）、佐竹舞香（箏一）
松井 咲（箏二）、池田和花奈（箏二）
河原真奈美（箏三）、久保田朋美（箏三）
福田恭子（十七絃）

モーツァルト :歌劇「魔笛」ハイライト

ソロコンクール受賞者も在籍。オペラの舞台となる「森の中」を観客も参加
し再現。

斎藤ネコ（ヴァイオリン）
グレート栄田（ヴァイオリン）
山田雄司（ヴィオラ）
藤森亮一（チェロ）

17:00〜17:25 「緑の三角ひろば（こまえ屋台村）」
姫としもべと看板娘〈アコギ・ボーカル癒し系〉

結成もうすぐ18年。地域に根差した活動を行っている音楽バンド。

17:35〜18:00 「緑の三角ひろば（こまえ屋台村）」
©GOTA PHOTOGRAPH

18:45〜19:30（開場・当日券配付18:00〜）定員728席（当日券:150席程度）

《入場時の注意》

オリヴィエ・シャルリエ〈ヴァイオリン〉
ルイス=フェルナンド・ペレス〈ピアノ〉
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ 第5番へ長調 op.24「春」
ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ 第1番ト長調 op.78「雨の歌」
柔らかな「春」の日差しを歌う優美な旋律と、郷愁を誘う「雨」の滴の音に酔いしれて。

19:10〜19:40 「狛江駅北口交通広場（Kiosk）」
Tokyo Funky Dolls

〈Funk &Soul〉

飯島香織

三木希生子

榊原 徹

平野裕子

○エコルマホール６階展示・多目的室の入場について
両日とも、各公演開演３０分前から６階会場入口におい
て、先着順で整理券を配付します（お一人様１枚まで、先
着１２０席程度予定。こどもたちの音楽アトリエは除く）。
整理券がなくなった場合は、それ以上の入場はできませ
んので予めご了承ください。
○エコルマホール４階ホールの入場について
２４日（日）エコルマホール４階ホール公演は、事前の
抽選で当選をした方か、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
で配付します（お一人様２枚まで、先着１５０席程度予定）
。
また、席を選ぶことはできません。

和太鼓・エイサー・伝統芸能等、市内で22年活動中。

黄金のソウル、ディスコミュー
ジックから、みんなが知ってい
る歌謡ヒット曲まで楽しくなっ
ちゃう曲なら何でもありのハッ
ピーショーで、みんなの心を繋
ぎます。

add9th〈ピアノ・ベース・ドラムスのジャズ〉

狛江の老舗ジャズバー「add9th」を中心に活動するピアノトリオ。

斎藤ネコ

戸川藍山
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オリヴィエ・シャルリエ

ルイス=フェルナンド・ペレス

標記は、ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016の
参加アーティスト。

