調布国際音楽祭 2022
Chofu International Music Festival 2022

ミュージックサロン

6月25日（土 ）10:00 開演

調布市グリーンホール 小ホール
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Music Salon

Saturday, June 25 at 10:00
Chofu City Green Hall, Small Hall

10:00–10:30

11:30–12:00

ピアノ：石坂 奏 ピアノ：田中 歩

フルート：瀬古茉尋 ヴァイオリン・ヴィオラ：中村紫音 ピアノ：駒形優月

ピアノデュオ Reprise

中田喜直／四手連弾のための組曲 日本の四季
1. 春がきて、桜が咲いて
2. さわやかな夏とむし暑い夏と
3. 初秋から秋へ
4. 冬がきて雪が降りはじめ、氷の世界に、やがて春の日差しが
ロドニー・ベネット／スキップとセイディのための組曲
1. おはよう
2. セイディのワルツ
3. スキップのダンス
4. おやすみ

10:45–11:15
Rêve

Bbクラリネット：千葉瑞希 Bbクラリネット：松本萌奈
Bbクラリネット：白川和海

Bbクラリネット・バスクラリネット：白石佳軌

ブートリー：フェスティバル
ラヴェル：弦楽四重奏曲 ヘ長調
ピアソラ：革命家

桐朋学園大学学生

「音楽でいざなうフランス旅」
ジュール・マスネ：タイスの瞑想曲（ fl.vl.pf ）
フランソワ・ドヴィエンヌ：
フルートとヴィオラのための 6 つの協奏的二重奏曲
Op.5 -2 第 1楽章
プーランク：フルートソナタ第 1楽章（ fl.pf ）
サン゠サーンス：白鳥（va.pf ）
ゴーベール：古代のメダル（ fl.vn.pf ）

12:15–12:45

立畠花音＆峰尾知里

サクソフォーン：立畠花音 ピアノ：峰尾知里

シューマン：献呈
ミヨー：スカラムーシュ 第 1楽章
バッハ：シチリアーノ BWV1031
ドビュッシー：ラプソディ

13:00–13:30
Duo Rakiina

ヴァイオリン：田中里奈 ピアノ：望月晶

<

ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ 8 番 Op. 30 – 3
サラサーテ：バスク奇想曲

ピアノデュオ Reprise

布多天神社裏にあった桐朋学園大学調布寮で 4 年間共に過ごした同期生によるピアノ連弾ユニット。卒業後お互
い家庭を持ち調布に戻り、縁ある調布で連弾の楽しさ、音楽の素晴らしさを届けようと活動中。息の合った演奏
を魅せる。

Rêve

こんにちは！ Rêveです！ Rêveはフランス語で夢という意味です！ 音楽は人に夢や希望を与えられるものだと
思っております。そこから紐付けてチーム名は Rêveにしました！ 国立音楽大学、昭和音楽大学の卒業生と在学
生によって結成されたクラリネットカルテット！ 新進気鋭でフレッシュな音色をお届けします！

桐朋学園大学学生（瀬古末尋、中村紫音、駒形優月）

様々な時代を生きた素晴らしいフランスの作曲家たちの音楽を、フルート、ヴァイオリン、ピアノによる様々な編成
でお聴き頂き、皆様をフランスの旅にいざないます。また、去年から一緒に室内楽を勉強してきた私達の演奏を、
皆様に聴いていただけること大変嬉しく思います。偉大な作曲家の音楽とフランスの旅、どうぞお楽しみください。

立畠花音＆峰尾知里

東京藝術大学在学中の 2 人によるサクソフォーンとピアノのデュオ。クラシックサクソフォーンとピアノのアンサン
ブルをお楽しみください。

Duo Rakiina

桐朋学園に在学中の2人によるデュオ。アンサンブルの楽しさを追求中♪

主催 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団、調布市
特別協賛 アフラック生命保険株式会社
協賛 株式会社伊藤楽器、株式会社 Ocean Blue Bird、
ピアノサロン＆ピアノ教室【奏音の小箱】
、越野建設株式会社
寄附（敬称略） 株式会社荻本興業、調布エフエム放送株式会社、
株式会社調布清掃、せしもクリニック、原島秀一、有賀正樹、
内野長治、乙黒歯科クリニック、一般社団法人調布市歯科医師会、
水戸ともこ、村上浩輝、株式会社やまぐち
助成 一般社団法人東京倶楽部、公益財団法人花王芸術・科学財団、
公益財団法人野村財団、公益財団法人三菱 UFJ 信託芸術文化財団、
公益財団法人朝日新聞文化財団
CIMFスポンサーシートご購入者（敬称略） 山下守、小林賢治、
重松路威、一般財団渡辺記念育成財団法人 渡邊万由美
協力 桐朋学園大学
制作協力 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会
後援 調布市教育委員会、調布市国際交流協会、京王電鉄株式会社
エグゼクティブ・プロデューサー 鈴木優人
アソシエイト・プロデューサー 森下 唯

監修 鈴木雅明
コミュニケーション・アドバイザー 平野敬子
マネジメント 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン
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14:00–14:30

16:15–16:45

ヴァイオリン：小野山莉々香 ヴァイオリン：山田彩乃
ヴィオラ：中村紫音 チェロ：鈴木真柚子 ピアノ：久保綺美

リコーダー：浅井 愛 バロック ハープ：渋川美香里
ヴィオラ・ダ・ガンバ：折口美桜

桐朋学園大学学生

「シューマン〜Romanticが止まらない〜ピアノ五重奏」
シューマン ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品 44第 1.3.4 楽章

14:45–15:15

桐朋学園大学学生
フルート：和田桃子

ピアノ：寺本睦美

朗読：由本菖

「あなたに贈る物語」
R. シュトラウス：
交響詩《ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら》
サン゠サーンス：組曲《動物の謝肉祭》より水族館
デュカス：
《魔法使いの弟子》
ヘンデル：
《水上の音楽》よりアラ・ホーンパイプ
ボロディン：歌劇《イーゴリ公》よりダッタン人の踊り
ロッシーニ：
《ウィリアムテル》序曲
プッチーニ：歌劇《ジャンニ・スキッキ》より私のお父さん など

15:30–16:00

桐朋学園大学学生

<

6月25日（土 ）10:00 開演

ヴァイオリン：五月女恵 ヴァイオリン：清水耀平
ヴィオラ：川邉宗一郎 チェロ：蕨野真美

「ベートーヴェン弦楽四重奏曲の魅力」
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第 5 番 イ長調 op.18 -5
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Stilla Maris

G.G ガストルディ：｢セイレーン｣（Ballettia 5 voci,1591）
J. ファン・エイク：
『笛の楽園』
より

（ Der Fluyten Lust-hof,1646 -54 ）
「かわいいセイレーン」

D. オルティスによるディミヌツィオーネ
『あまい思い出』
（ Trattado de glosas 1553 ）
「レセルカーダ第 1番、第 2番」
（ Libro secondo, 1615 ）
G. Mトラバーチ：
「私を死なせてください」
（1553 ）
D. オルティス：
「テノールによる レセルカーダ第 2番」
後半は Ai ASAI（2022 ）によるヴァリアツィオーネ（変奏 )

17:00–17:30

ピアノ：城島恵子
ドビュッシー：月の光
メシアン：
「8 つの前奏曲」
より風の中の反射光
（リスト編曲）
シューベルト
：アヴェ・マリア
ピアソラ：アディオス・ノニーノ

17:45–18:15
Duo Pino

ヴァイオリン：松本華子

ピアノ：松村由慶

モーツァルト：ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド ハ長調 KV. 373
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第 8 番 ト長調 Op. 30 – 3

桐朋学園大学学生（小野山莉々香、山田彩乃、中村紫音、鈴木真柚子、久保綺美 ）

シューマンの愛に溢れたロマンチックで情緒豊かなこの曲を、お楽しみ頂けるよう5人で息を合わせて表情豊かに
演奏致します。どうぞお楽しみください。

桐朋学園大学学生（和田桃子、寺本睦美、由本 菖 ）

桐朋学園大学でフルート、作曲、声楽を学ぶ３人が、演奏と朗読で繰り広げる絵本の世界。世代を越えて愛され
る名作絵本、モーリス・センダックの『かいじゅうたちのいるところ』に合わせて、クラシックの名曲の数々を演奏
します。音楽が好きな、絵本が好きなあなたに贈る、あなたが受け取る物語。いつものあのお話が、あの曲が、お
気に入りの一つとなりますように。

桐朋学園大学学生（五月女恵、清水耀平、川邉宗一郎、蕨野真美 ）

クァルテット・フェリーチェ 2020 年、桐朋学園大学 1年在学中の 4人により結成。ザルツブルク゠モーツァルト国
際室内楽コンクール 2022 in Tokyo 最高位。ベートーヴェンといえば堅物というイメージを持たれがちですが、彼
の音楽には度々遊びや冗談などのユーモアが登場します。弦楽四重奏曲第 5 番はそれが顕著に表れている、遊び
心たっぷりの曲です。ぜひベートーヴェンの新たな一面を聴きにいらしてください！

Stilla Maris

「Stilla Maris」は、ラテン語で「海のしずく」を意味し、イタリア留学時代の仲間を中心に結成しました。主に初期
バロックのディミヌツィオーネ（旋律装飾法）
に焦点を当てた演奏会をしています。11月 9日に日暮里サニーホー
ルにてコンサートを行います。

城島恵子

音大卒業後、ヨーロッパやアメリカで研鑽、演奏。ピアノの名曲から秘曲までこだわり抜いたプログラミングで魅
力を伝えている。

Duo Pino

桐朋学園大学時代の同級生で結成したデュオ・グループ。グループ名は、名前の共通点である “松”に由来して、
イタリア語 “Pino”と命名しました。長年通った調布の街に感謝を込めて演奏します。
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