〜with コロナの新たな時代、安心と安全とともに皆様に贈ります！！
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大森たつし 神原瑶子
8
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8/1 (土)…マリンバデュオコンサート
8/2 (日)…「落語」立川晴の輔 独演会
8/8 (土)…津軽三味線＆和太鼓演奏会「力音りきおん」
8/9 (日)…山口裕之とN響の仲間たち
立川晴の輔

山中信人 塚本隼也
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笛吹高校すいれき太鼓部

ピースフル・ブラス・ジャパン

山口裕之とN響の仲間たち

鷹-TAKA-

Contorni/阿部大輔、久保田潤子
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8/15 (土)…響け!金管アンサンブル “ピースフル・ブラス・ジャパン”
8/22 (土)…笛吹高校すいれき太鼓部/Contorni
8/23 (日)…齊藤一也 ピアノリサイタル
9/12 (土)…鈴木舞（ヴァイオリン）＆小林侑奈（ピアノ）
鈴木舞

小林侑奈
各回とも 開場／

会場／

13：30

ご注意

齊藤一也

※新型コロナウィルス感染防止のため、座席数の半分以下、入場定員は約100席です。
※当日空席がある場合のみ、当日券を販売いたします。高校生以下の入場料は全イベント無料。
※新型コロナウィルス感染状況により、公演日の直前に中止となる場合がございます。

開演／ 14：00

清 里の森 音 楽 堂

山梨県北杜市高根町清里3545-1

一回券／前売2,000円 当日2,300円
全催事通用パスカード／1枚6,000円

[チケット取扱]
清里の森管理センター
☎0551-48-3151、予約専用アドレス suzukaze2020@fruits.jp
ＹＣＣ県民文化ホールチケットセンター
☎055-228-9131、https://www.yamanashi-kbh.jp/
東京エレクトロン韮崎文化ホール
☎0551-20-1155
韮崎イイノ楽器
☎0551-22-1086

やまなみ文化基金助成事業
森の音楽堂

主催／清里の森音楽堂実行委員会、(株)清里の森管理公社
後援／山梨県、北杜市教育委員会、N PO 法人清里観光振興会、山梨日日新聞社、山梨 放 送
お問合せ／(株)清里の森管理公社 T EL:0551- 48- 3151

第12回 清里の森

PROFILE

洗足学園音楽大学在籍時に結成。200 回を超える海外公演の実績を持つ。清里
(大森)と山形(神原)に拠 点を置きソロ、デュオ以外にも多才な活動を行なって
いる。

国内はじめ、
海外でも非常に人気の高い津軽三味線と和太鼓の共
演は、
時に力強く、
時に優しく心地よい低音を会場中に響かせる魅
力溢れるコラボです。
PROFILE

山中信人 (津軽三味線)／津軽三味線世界大会ではＡ級個人戦３連覇を達成し
殿堂入り。山田千里流師範。洗足音大非常勤講師。加須市、北本市観光大使。埼玉
親善大使。
鷹-TAKA- (和太鼓)／長野、福井、北海道でおこなわれた大太鼓一本打ちコン
テスト全てで優勝。文部科学大臣賞、福井県知事賞受賞。
塚本隼也 (和太鼓)／富士山大太鼓コンテストで準優勝。岡谷世界和太鼓コン
テスト団体の部で優勝。

中澤孝之（1st Trp）、海野匡代（2nd Trp）、伊勢久視（Hrn）、
山本靖之（Trb）、宮西純（Tub）

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、
演奏活動が全く出来な
くなった首都圏の若手音楽家 が満を持して清里に集結し、
大自然
の下、
澄んだ青空と爽やかな空気の中でお届けする高貴でブリリ
アントな金管楽器のサウンドをお楽しみください。
PROFILE

Trp1：中澤孝之／東京藝術大学卒。Binghamton philharmonic契約団員。
Trp2：海野匡代／洗足学園音楽大学卒。洗足学園音楽大学講師。
Hrn：伊勢久視／東京藝術大学音楽学部別科修了。
フリー奏者としてオーケストラ、室内楽、録音、指導、作曲・編曲で活動中。
Trb：山本靖之／東京藝術大学音楽学部別科修了。
オーケストラトリプティーク首席奏者、
東邦音楽大学附属高等学校非常勤講師。
Tub：宮西純／東京音楽大学を特待生として首席で卒業。
神奈川県央管弦楽団テューバ奏者。

韮崎市出身のピアニスト齊藤一也によるピアノリサイタル。
国内
外で数々の入賞歴を誇るその実力と、
清里の自然を舞台にしたイ
マジネーション溢れる名曲の世界を親しみやすいトークと 共にお
楽しみ下さい。
PROFILE

東京藝術大学付属高校、同大学を卒業し、パリ国立高等音楽院、ベルリン芸術大
学を最優秀で修了。日本音楽コンクール、ロン・ティボー、サンタンデールなど
国内外の著名なコンクールで入賞

山口裕之とＮ響の仲間たち
山口裕之カルテット
山口裕之・宇根京子(Vn)、飛澤浩人(Vla)、山内俊輔(Vc)

元ＮＨＫ交響楽団コンサートマスター山口裕之と腹心のN響メン
バーによる室内楽、
互いの音 楽を知り尽くした盟友たちの奏でる
ハーモニーは音楽の極みです。
今年生誕 250 周年を迎えた ベー
トーヴェンの弦楽四重奏曲はまさに聞きものです!
PROFILE

山口裕之カルテット／1984〜2013年まで29年間Ｎ響第1コンサートマスター
の重責を務めたを務めた山口裕之とＮ響現役メンバーによる弦楽四重奏団。都
内をはじめ全国各地でアウトリーチ活動を展開。青少年を対象にクラシック音
楽の魅力、聞きどころなどの普及活動に力を入れている。

笛吹高校すいれき太鼓部/Contorni
《1部》笛吹高校すいれき太鼓部

数々の受賞を経て、
県内を中心に海外でも演奏してきた高校生による 勇壮
なステージにご期待ください。
PROFILE

令和元年世界和太鼓打ち比べコンテスト団体の部文部科学大臣賞(日本一)
第 10 回全国高校生太鼓甲子園審査員特別賞。

《2部》Contorni 久保田潤子(ソプラノ、バロックハープ) 、
阿部大輔(バス、尺八)
ハープと尺八、
歌声で西洋のバロック音楽から唱歌まで、
幅広い曲目をお届
けします。
PROFILE

コントルニ(contorni) / 昔の西洋音楽に演劇を織り交ぜた新感覚音楽団体
「インコントロ」から派生したユニット。

実力派デュオが贈る珠玉のアンサンブル
鈴木舞（ヴァイオリン）、
小林侑奈（ピアノ）

12
9/ (土)

齊藤一也(ピアノ)

23
8/（日）

自然と巡る名曲ロマン紀行―清里の風にのせて

PROFILE

落語立川流 立川志の輔一門。
東京農業大学卒業。
1997年立川志の輔に入門。
志の
吉を拝命。
2003年二ツ目に昇進。
2013年真打に昇進。
志の吉から晴の輔へ改名。
現
在、BS日テレ
『笑点特 大号』
若手大喜利コーナー、
tvk ( テレビ神奈川 )『キンシ
オ』
晴の輔土地こばなしコー ナー、
ニッポン放送
『週刊なるほど!ニッポン』
のパー
ソナリティを担当している。

22
8/ (土)

15
8/ (土)

響け!金管アンサンブル “ピースフル・ブラス・ジャパン”

立川志の輔師匠の一番弟子である立川晴の輔は、
古典落語をわか
りやすく演じる語り口に定評 があり、
関東5カ所の定期独演会を
ベースに、
全国各地での落語会、
テレビ・ラジオの出演など、
幅広く
活動中。
そんな晴の輔がついに清里に登場します。
乞うご期待!!

（

山中信人 (津軽三味線)、
鷹-TAKA- (和太鼓)、 塚本隼也 (和太鼓)

立川晴の輔

9
8/ 日）

8
8/(土)

津軽三味線&和太鼓演奏会「力音りきおん」

（

日本を代表するマリンバデュエット!クラシック〜ポップスまで
表現力の高さと楽しくダイナミックなパフォーマンスで会場を熱
く包む!

「落語」立川晴の輔 独演会

2
8/ 日）

Cheer̀s Marimba & Percussion Duo
大森たつし、神原瑶子

1
8/(土)

マリンバデュオコンサート

イベント内容一覧

国内外のコンクールで優勝や入賞の実績を誇るヴァイオリニス
ト鈴木舞とピニスト小林侑奈。
クラシック音楽の本場欧州で活
躍し、
共演歴も豊富な実力派デュオが美しいアンサンブルをお
届けします。
PROFILE

鈴木舞／東京藝大卒業後、
欧州にて研鑽を積む。
スイス、
ドイツ、
ロシア等の国際コ
ンクールで入賞歴多数。
国内外でリサイタルやオーケストラとの共演を重ねてい
る。
愛器は1683年製のニコロ・アマティ。
（https://maiviolin.com）
小林侑奈／山梨市出身。
桐朋学園大学、
ペスカーラ音楽院修了。
日本及びイタリア
にてソリスト、
室内楽奏者として活動。
2020年夏、
1st CD
「Dolce Felice」
をリリース

・会場にご入場いただく際には、マスクの着用をお願いいたします。
・お客様への検温をお願いする場合もございますので、御協力の程お願いいたします。
・座席は、前後左右とも１席ずつ間隔を空けますので、お連れさまであっても分席になります。
・主催者側の理由による公演中止以外、
ご購入チケットの再発行や払い戻しはいたしませんのでご了承ください。
・プログラム（演目）は各公演の1〜2週間前までに涼風祭公式ブログ(https://suzukazesai.blog.fc2.com/)でご案内します。

涼風祭公式ブログ

