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調布国際音楽祭フェスティバル・オーケストラ

名実ともに音楽祭の柱となったフェスオケ。トッププレイ
ヤーたちと若手が作り上げる一期一会の演奏がいかに爆発
的な力を持つかということは、一度聴いてくださった方には
もはや説明の必要もないでしょう。今年のメインは定番の名
曲ともいえるベートーヴェンの交響曲第5番ですが、冒頭の
「運命が扉を叩く音」ひとつ取っても、フェスオケからどんな
音色が飛び出してくるのか本当にワクワクします。昨年まで
は指揮者2人体制でしたが、今年はこのオーケストラにより
注力したいという父・鈴木雅明たっての願いもあり、一人で
通して指揮をするシンプルな形になりました。曲目もすべて、
この作品をぜひ、と指揮者自らが選びました。そして、今ま
でお客様から待望の声も多かったのですが、今年はいよい
よリハーサルを公開します。メンバーが曲についての疑問や
意見を交換し、指揮者や講師陣、それに私も一緒に語り合
う「ディスカッションタイム」も公開しますので、お客様とと
もに楽曲への理解を深められると嬉しいですね。

バッハ・コレギウム・ジャパン　
モーツァルト：劇場支配人

毎年フィナーレを飾るバッハ・コレギウム・ジャパン（BCJ）公
演ですが、今年は父がフェスオケに専念するということで、
私が指揮を務めます。せっかくなら色々挑戦しようということ
で、この音楽祭で初めてオペラを取り上げることにしました。
モーツァルトの非常に珍しい作品をなんと２本立てです！
ひとつは序曲が、テレビ朝日系列で放送中の「題名のない
音楽会」テーマ曲となっている音楽付き喜劇《劇場支配人》
です。実は「夜の女王」に匹敵するハイトーンが出せるキャ
ストを二人も必要とするとんでもない作品で、上演も容易い
ことではないのですが、森谷真理さん、中江早希さんという
日本を代表するハイ・ソプラノを揃えて実現しました。驚異
の二重唱をお楽しみに。《バスティアンとバスティエンヌ》は
モーツァルトが12歳で書いたオペラで、彼がいかに天才少
年だったのか実感できます。こちらは音楽祭でのリサイタル
のために来日するジョアン・ランさんがゲスト出演、助演の
男性陣には櫻田亮さんに加耒徹さんという豪華な顔ぶれで
お送りします。両作品とも原語・字幕付き上演となりますが、
台詞部分は日本語で演じますので、お話の筋も自然に楽し
んでいただけると思います。

福田進一＆大萩康司 ギターデュオ・リサイタル

この公演は、ギターの名曲コンサートであるとともに、平野啓
一郎さんの話題の小説『マチネの終わりに』の世界に浸れる
内容でもあります。出演は主人公のモデルとも言われ、実際
にタイアップCDでの演奏もされた福田進一さん、そして一昨

年の音楽祭でも素晴らしい演奏を披露してくださった大萩康
司さん。彼らを置いてほかにないというお二人です。バッハの
曲やアランフェス協奏曲、武満編の《イエスタデイ》、そして架
空の名曲として登場しタイアップCDで実際に作曲された
《幸福の硬貨》など、作中に登場した音楽を中心に珠玉のプ
ログラムをお届けします。また平野啓一郎さんご本人にも登
場していただき、小説について色 と々お話も伺うことになりま
して、私自身も一読者として非常に待ち遠しい思いです。

ジョアン・ラン ソプラノ・リサイタル

BCJとも何度も共演していただいているジョアン・ランさん。
人柄も歌声も本当に魅力的で、世界でも大変な評価を受け
ている方なのですが、日本でのリサイタルはこれが初。プロ
グラムはそんな彼女が本領を発揮するモーツァルト、シュー
ベルト、ブラームスというこだわりのドイツリート三昧で、か
けがえのない時間をお過ごしいただけることは間違いありま
せん。また、もはや音楽祭のマスコットと言っても過言では
ない、木版画家・沙羅さんによる動物たちの絵が歌声に合
わせて動き出す、という面白い演出も準備していますので、
耳だけでなく、目にも楽しい演奏会になるでしょう。

ヴェルサイユの光と影 

毎年アンサンブル・ジェネシスが中心となってお送りしてい
るテーマ公演がひとつあるのですが、今年はフランス音楽
の歴史に光を当てます。19世紀、20世紀の作曲家がバロッ
ク時代に思いを馳せて書いたピアノ曲である、ドビュッシー
の《ベルガマスク組曲》、そしてラヴェルの《クープランの墓》
を森下唯さんの演奏でお聴きいただき、そこに実際のバ
ロック時代の作曲家ラモーやクープランの作品が出会って
しまうという、一種のタイムスリップのようなコンセプトと
なっています。王宮・ヴェルサイユ宮殿を原点とするフランス
文化の香りをぜひ味わってみてください。

Guardian Angel 守護天使
レイチェル・ポッジャー ヴァイオリン・リサイタル

レイチェル・ポッジャーさんは当代最高と目されるバロック・
ヴァイオリン弾きで、彼女がたった一挺のヴァイオリンから
繰り出す神秘の技を余すところなく味わえる今回の無伴奏
プログラムは贅沢の極みです。彼女の代表作のひとつであ
るCD『守護天使』の収録曲をすべて網羅する内容で、タル
ティーニやビーバーといったヴァイオリンの巨匠の作品、そ
れから実はヴァイオリンのための作品だったのではないかと
も言われるバッハの《フルートのためのパルティータ》など
が演奏されます。ヴァイオリンという楽器に作曲家たちが託
した情熱に改めて感じ入ること間違いなしです。

寺神戸 亮トリオ　

普段は公開されない本堂での演奏、開演前の僧侶の方々によ
る大迫力の聲明など、唯一無二の体験ができる音楽祭きって
の名物公演が、この深大寺でのコンサートです。企画が実現
した最初の年に出演した寺神戸亮さんが再び登場し、今回は
トリオを率いてモーツァルトなどを演奏します。新たに国宝と
なった白鳳仏もぜひ、併せて観ていただけたらと思います。

オープニング・セレモニー

こちらは有料公演ではなく無料の企画なのですが、今年ぜ
ひ皆様にご参加いただきたいのがオープニング・セレモニー
です！ 今まではたづくりのエントランスで行っておりました
が、今年は市内高校の吹奏楽部や合唱団など大勢のご協力
を得て、なんとグリーンホール大ホールでの開催。芸劇ウイ
ンド・オーケストラのメンバーが市民や学生を指導し、合同
演奏で新垣隆さんの吹奏楽作品やベートーヴェンの第九
（吹奏楽版）を披露します。第九のソリストはBCJのメン
バー、合唱団は、「わが町調布合唱団」の方々に3月の公演
（3/4（日）開催「わが町調布に響け！歓喜の第九」）に引き続
きご参加いただきます。いよいよ市をあげてのお祭り、とい
う雰囲気も高まってきて、私も改めて気合いが入ります。

「家族で歌おう日本の歌」は、おすすめ年齢1歳以上ですが
0歳のお子さんと一緒に十分楽しめる内容です。親御さん
が家庭でよく歌うような、ずっと受け継いでいきたい日本の
唱歌や童謡を、BCJの誇るソリスト3人が次から次へと楽し
く歌う45分。美声のリードで一緒に歌うこともできます。
Eテレ「ピタゴラスイッチ」のテーマでもおなじみ、栗コー
ダーカルテットさんの公演は、昨年は大ヒットであっという
間に完売してしまい、私自身もまた聴きたいということで今
年もぜひにとお願いして実現しました。こちらは2歳以上お
すすめとなっています。
調布国際音楽祭でこの6年欠かさず開かれている唯一の公
演が「たたいてあそぼう」です。桐朋学園大学の打楽器科
の皆さんがまさに楽器から手作りでお届けする、子どもたち
と一緒に打楽器を演奏する参加型コンサート。今年は学生
たちからどんなアイディアが飛び出すのか、もちろん私も一
緒に考えますが、本当に楽しみにしています。
もうひとつ、今年は異色の企画「ねんドル岡田ひとみのミニ
チュア楽器をつくろう！」をご用意しました。Eテレでねんど
のお姉さんとして活躍中の“ねんドル”岡田ひとみさんに指
導をしてもらいながら実際に粘土でピアノを制作し、さらに
ピアノ演奏も聴けるという盛りだくさんな内容で、粘土制作
には3歳からご参加いただけます。
私もちょうど小さな子どもがおりますので、こんな企画があっ
たらいいな、というものを取り揃えました。それぞれおすすめ
年齢などありますが、もちろんキッズ公演はすべて0歳から
入場できますので、ご家族そろってたくさんご参加ください！

30（土）6 18:00　グリーンホール 大ホール

27（日）6 15:30　深大寺 本堂

24（日）6 14:00　グリーンホール 大ホール

グリーンホール 小ホール

1（日）7 17:00　グリーンホール 大ホール

1（日）7 14:00　たづくり くすのきホール

去る2/14、調布国際音楽祭2018の記者会見が行われました。

エグゼクティブ・プロデューサー鈴木優人が語る今年の音楽祭の聴きどころをご紹介します。

鈴木優人エグゼクティブ・プロデューサーが語る
調布国際音楽祭2018

すずき    まさと

昨年の感動は一生もの、
今年の鈴木雅明マエストロは
このオケに全力！

その他、公演の詳細、チケット料金、プレイガイドについては8面をご覧ください
@cimf_media

すべてが画期的！
今年のBCJ公演は一味も二味も違う

小説に出てくる音楽業界や
バッハ音楽の描写に不思議なリアリティが

透き通った歌声と、優しい色彩の木版画の
コラボレーション

恒例となった大好評のテーマ公演、
今年はフランスで時間旅行！

満を持しての来日、
バロック・ヴァイオリンの秘技を
惜しみなく

国宝とともに楽しむ、深大寺での弦楽トリオ

初企画！
グリーンホールで「第九」など
大々的なオープニング・セレモニー

キッズ公演全4企画ご紹介！

28（木）6 19:00　たづくり くすのきホール

29（金）6 19:00　たづくり くすのきホール

30（土）6 14:00　たづくり くすのきホール

30（土）6 1（日）～ 7
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調布市グリーンホール
6（金）・7（土） 人狼 ザ・ライブプレイングシアター 

in 調布市 グリーンホール
『プリンスステージ』 大ホール

※7面をご覧ください

14（土） なごみーず 大ホール 
アコースティックナイト in 調布
※7面をご覧ください

★5/12（土） 調布噺の会 １４回公演 小ホール
15:00～18:00　全席自由・500円
問 北田勝美　042-482-3062

調布市文化会館たづくり
～4/15（日） レコード・ジャケット展 展示室 

－レコードパラダイス４－
※1面をご覧ください

～5/22（火） まなざし リトルギャラリー 
－赤堀周恵・創作人形展－
※3面をご覧ください

9（月） うたごえサロン 大会議場
14:00～16:00　全席自由
資料・茶菓子代900円
問 能勢由緋子　042-487-7068

14（土）・
15（日）

調布市いけばな連盟 南・北ギャラリー 
第３３回春のいけばな展
10:00～18:00（最終日17:00まで）
問 江口勝子　042-488-6228

14（土）～
20（金）

“季節を楽しむ水彩画”展�みんなの広場
9:00～21:30

（初日13:00から 最終日16:00まで）
問 大坂文子　042-487-7573

4/19（木） 小さな小さな音楽会 vol.282
� エントランスホール
※右欄をご覧ください

21（土） 合唱団エトワール くすのきホール 
第１２回コンサート
14:00～16:00　問 丸川光正　042-441-0192

21（土） Spring Party（プロデモ有） むらさきホール
12:15～16:00　茶菓子代2,500円
問 岩田　090-1959-3680

4/28（土）～
6/17（日）

山口マオ 絵本原画展 展示室
わにわに・ねこでんしゃ
※1面をご覧ください

4/28（土） 山口マオ講演会「わにのはなし」
� 映像シアター
※2面をご覧ください

29（日） カンパニー・ドゥ ダンスフェスティバル
２０１８ くすのきホール
18:00～20:00　全席自由・2000円
問 カンパニーDeux
小林　050-3200-1337
　　　dancecompany.deux@gmail.com

30（月） WinTea 社交ダンス むらさきホール
フリータイム
13:10～16:00　茶菓子代500円
問 岩田　090-1959-3680

★5/3（木） ＭＳＫミュージックワールド／ 
混声合唱団「あかり」第８回定期演奏会

くすのきホール
14:00～16:00　全席自由1,000円
問 深町芳弘　090-8592-2444

★5/3（木） 蔵花世ライブ 映像シアター 
「端唄と三味線」第６回

14:00～15:30　全席自由
問 金原惠子　042-591-0306

※ ホール系施設で行われるイベントで、一般の方が参加・
観覧できるものを掲載しています

※翌月分の予定★の日程は次号には掲載しません

ホール・ギャラリーイベント情報［4月］
各イベントの内容は、問合せ先にご確認ください

問 総務課　 042-441-6145

休館日

た づ く り	 ● 4/23（月）・24（火）
グリーンホール	 	● 4/2（月）・9（月）・16（月）・23（月）・5/1（火）

ミュージッ
ク

ミュージッ
ク

バッハ・コレギウム・ジャパン（BCJ） 公開リハーサル 
問 グリーンホール事業課 042－481－7611

身近に上質の音楽にふれる機会として、毎回ご好評をいただいている公開リハーサル。
今回は、バッハの「教会カンタータ」から一部をお聴きいただきます。調布国際音楽祭へ向け
てBCJの演奏を試聴できる絶好の機会です。本番さながらの演奏を、指揮の鈴

す ず き

木雅
ま さ あ き

明さん
のお話を交えてお聴きください。
日 5/10（木）13:00　所 グリーンホール　大ホール
演 鈴木雅明（指揮、お話）、BCJ（合唱・管弦楽）
♪「教会カンタータ」より／J.S.バッハ
定 500人(当日先着順) 
協定：バッハ・コレギウム・ジャパン
※ BCJ公開リハーサルは当財団とBCJの相互協力提携に関する協定により開催される特別な企画です。

ラーニングラーニング

ちょうふ市民カレッジ 受講生募集 問
 
たづくり事業課 042-441-6150

たづくり・グリーンホールチケット予約システムから 講座申込  を選択
※はじめての方は インターネット会員  （登録無料）の登録が必要

▲

https://www．tiket-mngt.net/chofu/pt/
《注意点》  ※調布市内に在勤・在学の方も、お住まいが市外であれば市外扱いになります 

※定員を満たさなかった場合に限り、電話で追加申込を受け付けます。詳細はお問い合わせください

ちょうふ市民カレッジ 申込方法 インターネット申込のみ

ちょうふ市民カレッジ
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追加募集中！ちょうふ市民カレッジ
多彩なジャンルのプログラムが満載です。下記講座の追加募集をお電話にて受付中！

【募集講座】
・「嫉妬」からみる日本の伝統芸能 ・映画で楽しむ歴史 ・浮世絵にみる江戸の暮らし
・鉛筆デッサン ・美術館建築を楽しむ　ほか
詳しくは HP  をご覧ください

カレッジ No.15    

はじめての茶道（裏千家）
日 火曜日（８回）19：00 ～ 21：00

5/8・15、6/5・12・19、7/3・10・17

講 小
お の

野宗
そ う か く

鶴（茶道裏千家準教授)
費 13,200円　定 20人
締 4/17（火）（申込先着順）
持 下記道具一式、白靴下、ハンカチ、ベルト
※ 道具一式（帛

ふ く さ

紗・扇子・懐紙・菓子切り）購入希望の方は、
別途男性4,100円、女性3,800円

古典・伝統  お勤め帰りに気軽に伝統体験！
カレッジ No.16    

こども＆パパ・ママのための音楽サロン
－ピアノと室内楽でめぐる作曲家たちの窓－
日 土曜日（8回）14：00 ～ 15：30

6/2、7/7、8/18、9/1、10/13、11/10、12/1・2019年1/26
講 酒

さ か い

井雅
ま さ よ

代
（東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科助手）

費 1人5,500円（1組4人まで受講可）
対 小学校2～4年生とその保護者
定 48人
締 5/20（日）（申込先着順）

市民講師  親子で音楽体験！

人形作家 赤堀周恵さんの作品を展示します。調布工芸美術協会会員でもある赤堀さんは、
約20年の間に多くの作品を手がけてきました。その表現は多岐に渡り、陶器、粘土、胡

ご ふ ん

粉がけ、
ちりめんなどあらゆる素材の質感を活かし、人形の表情や動きを巧みに作り上げています。ケー
スごとに雰囲気が異なる人形たちを、どうぞお楽しみください。
日 ～5/22（火）
所 リトルギャラリー（たづくり9階）
リトルギャラリー出品についてはお問い合わせください

アートアート

リトルギャラリー

まなざし－赤
あ か ほ り

堀周
ち か え

恵・創作人形展－ 
問 たづくり事業課 042-441-6150

小さな小さな音楽会 vol.282 和楽器が奏でる花咲く春の香り
問 たづくり事業課 042-441-6150

【小さな小さな音楽会 年間スケジュール】
テーマにあわせたライトアップとのコラボレーションを数回予定
しています。どうぞお楽しみに！
時 12:05～12:45　〈市民編〉12:05～12:55 

 ★の回は16：30～17：20

日  4/19（木）、5/19（土）、6/7（木）、7/21（土）★、8/23（木）、
9/20（木）、10/18（木）、11/17（土）、12/20（木）★、
2019年1/19（土）、2/21（木）、3/16（土）
※下線は〈市民編〉

市民編出演者募集
小さな小さな音楽会市民編の出演者を募集しています。詳し
くはチラシまたは HP  をご覧ください。

和楽器とピアノによる演奏で、春らしいさわやかな曲目をお
楽しみください。
日 4/19（木）12：05～12：45　所 エントランスホール（たづくり1階）
演 今

い ま ふ じ

藤政
ま さ と も

智（三味線）、石
い し も り

森康
や す お

雄（箏）、松
ま つ ざ わ

澤ひかる（ピアノ）

♪箏・三味線・ピアノによる「さくら変奏曲」　ほか

今藤政智 石森康雄 松澤ひかる
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