調布国際音楽祭2019
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2019年6月23日［日］−30日［日］
Sunday，匝e231Sunday，Jung30，2019

ジャズの巨匠、山下洋輔登場＼！ほじける音楽の歓び

モーツァルトの最高傑作。

オープニング・コンサート

姫が大ピンチ！？手に汗にざる救出劇を最高の演奏で

夏だ！祭りだ！！

午後のオペラ

〈恒ゝ丁目嗜豆削ぐぐ1℃L机㍉い涙雨一鵡侶ふ日立宜行誹

6月23日（日）14：00

調布市グリーンホール大ホール
Sun心V、JLmC23㍍1小川（hf〉jlL（叫〔涙ぐ11日。l叛hW

《後宮からの誘拐》
指揮：鈴木優人 ※演奏会形式＝日本語字幕付・原語上演／180分（休憩含む）

￥500 3歳から入場可
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6月28日（金）15：00／6月29日（土）14：00

調布市文化会館たづくり くすのきホール
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6月288 8￥7，000A￥5，00022歳以下各30％割引
6月29日 S￥7，500A￥5，50022歳以下各30％割引
山下洋輔IYosukeYAmaShlta

ガーシュウイン：ラプソディ・イン・ブルー

ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」より

第4楽章（吹奏楽版）抜粋
（icr）rgeく−；ぐrbh＼川1・虻hl手招。しり川舶C

モーツァルト：後宮からの誘拐KV384（
附明神墨山▲1⊥晶…LM旧誹

一里k巨m㍍h≠照り…（iL、7−−

指揮／セリム［太守］●鈴木倭人
バッハ・コレギウム・ジャパン（管弦楽）

LLlまで1KV

錮

M鋸は狩≡心乱心Cぐ）】1djCLO∋／Sel一m
㌢∋こい＝卜1C、〕■鳩首両持し廟罠作Od「e三か3

演出：田尾下哲

≡以SL」へ￣ao封1lt「二〉雌。†Or

IJt∃J椚g〜／t171指しだth（）、ビil

コンスタンツェ［ベルモンテの婚約者］：森谷真理（ソプラノ）KくJnF雨r￣Z仁・MRriMこげ付言、S⊂Ji汀乙ミ∩〔）

射hlmJ、′州一価沌用句￣叩鉦−iう告 ）リ日日）一一両困りヤ．呈25

ベルモンテ［スペインの貴族］●櫻田亮（テノール）

川＝粧圧力正昭出・nVCで机。n）excぐ−Th

プロンデ［コンスタンツェの召使］：澤江衣里（ソプラノ）
ペドリッロ［ベルモンテの召使］谷口洋介（テノール）

指揮●鈴木優人

オスミン［太守の監督官］．ドミニク・ヴェルナー（バス）
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ピアノ●山下洋輔

ソプラノ：澤江衣里
アルト●布施奈緒子
テノール．谷口洋介

バス：渡辺祐介
調布国際音楽祭特別編成吹奏楽団
調布国際音楽祭特別編成合唱団

時の流れに耳を澄ますプレミアム・コンサート

MaSat〔）SL」二三小／2，Corldu〔ノ柏r

深大寺本堂に響く

Yosi」娠ハ′a¶85摘己，Plar一口

か代納撒軋封抑制10

オーボェとチェンバロ
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調布国際音楽祭のスターが大集合！

まきト〜ク コンサート
丸←iSか【a比Con。elて

6月27日（木）12：00

公演に先立ち、15・00より

調布市文化会館たづくり くすのきホール

深大寺ご院内僧侶による
天台聾明の詠唱あり

111し汀Sdユ＼ノ誹n〔、273日200

三宮正胤Masaml亡5uSan・nomlya

水永牧子IMaklkoMはunaga

（、hr）抗ま（′JnrCtlku e三、1日，KusL川。k汗！1測

6月26日（水）15：30l14：45開場・60分公演l深大寺本堂

￥1，00022歳以下50％割引

1い

モーツァルト、オネゲルの4手のための作品より
アルカン：鉄道（森下唯ソロ）はか

1・∴・r・・、・、＿：・・・−

￥4，50022歳以下30％割引

J．J．プラ：オーボェ・ソナタハ短調D：Ⅰ．1

演奏・お話●鈴木倭人、森下唯

J．S．バッハ：ゴルトベルク変奏曲BWV988より
D．スかルラッティ：チェンバロ・ソナタイ長調K208／ニ短調K141ほか

MasaOSUZU擁ゝ∨川Morは輔a

ウェルカムコンサート、ミュージックカフェ、

オープンステージ、
フェスティバル・オーケストラ各出演者 ほか

．・

＿1、一

／．r

日

、、

＼．・

．．

・、；：・1・、．、ト

・・し

・．．．

「ト一十エ：三言三三番

、

1、、、日、、．・．￣、・．七・・、．・．い、・・■

1．二、、と、・、．・，・＼・．＼、

■・．㌻−

‥・、†・＿、・・、

い、

■．．

‥

∴、

￣・∵∴・・

卜

−

．、■

￣

】

■

チェンバロ：水永牧子

Ma巌打つMk描・粥徴HⅣ針烏丸涙
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稀代の歌姫、調布への帰還

森麻季ソプラノ・リサイタル
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6月30日（日）14：00

調布市文化会館たづくり くすのきホール
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￥5，00022歳以下30％割引

メン丹レろゾーン：歌の巽に

後宮からの誘拐とは？

シューベルト：アヴェ・マリア

スペイン貴族ベノレモンテは、

海賊に連れ去られた婚約者
コソスタンツェの行方を追って
トルコまでやってきた。

共にさらわれた召使いから
どうにか届いた手紙によれば、

彼らは奴隷として売られ、
宮殿に囚われているというのだ。

絹介な監査官の日をかいくぐり
召使いと再会を果たした主人公。

フォーレ：夢のあとに はか
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太守の愛人にされたという

恋人は無事なのかけ
焦燥にかられつつ、
彼は召使いと脱出計画を練り始める

鈴木優人

ドミニク・ヴェルナー

Ma＄atOSuzukl

Domlrllkworner

森麻季

−個性豊かな登場人物たちが織りなす、手に汗握る愛の讃歌！

MaklMorl

森麻季（ノプラノ） 賦沈沃毎畑ふX照雄
山岸茂人（ヒア／） も■へ〕Lm＞が廿翫寝汗∴P扇．

スタープレイヤーによる音楽のワールドカップ

調布国際音楽祭フェスティバル・オーケストラ
指揮：鈴木雅明＋シモーネ・メネセス
フェスティバル・オーケストラを指導し、
し！、、＝・ト・、二、．．日卜∴い・・L

ともに演奏する豪華首席奏者たち

＼：．・、．L∴し一、．．い卜 ∴・

コンサートマスター●白井圭

封日用C瓦′kTl紬持し棚血相椚

（ミュンヘン国際音楽コンクール第2位入賞および聴衆貧）

ヴァイオリン 瀧村依呈（読売日本交響楽団首席奏者）
ヴィオラ．鈴木康浩（読売旧本交響楽団ソロ・ヴィオラ奏者）

6月29日（土）18：00

チェロ 遠藤真理（読売日本交響楽団ソロ チェロ奏者、

調布市グリーンホール大ホール

エンリコ・マイナルディ国際コンクール第2位）

フルート：上野星矢

り−くけU（叫（ミ1°。7−まはいノニlrが‖吊1

スギテツの

（ジャン；ピエール・ランパル国際フルートコンクール優勝）

鈴木雅明
S￥3，000A￥1，50022歳以下各50％割引

おすすめ年齢4歳以上

コントラバス：西山真二（NHK交響楽団首席代行）

翫一冊壷上伸一七、2りLlと−H朝う

Masaak．suzuk．

シモーネ・メネセス
5．m。。。M。。。Z。S

オーボエ，荒木奏美（東京交響楽団首席奏者）

ワークショップ＆コンサート

クラリネット：横川暗児（元NHK交響楽団首席奏者）
ファゴット．坪井隆明

6月29日（土）11：00

く新日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者）

『J・S・バッハ：

ホルン：今井仁志（NHK交響楽団首席奏者）

カンタータ第42番BWV42より

指揮：鈴木雅明、シモーネ・メネセス

シンフォニア

管弦楽．調布国際音楽祭

トロンボーン 荻野昇（元東京交響楽団首席奏者）

フェスティバル・オーケストラ

テインパ二■久保昌一（NHK交響楽団首席奏者）

MaSaakiSuZL」k】，ConduCと0r

KelSh【「恥Vld浜

指揮鈴木雅明
凶ヴィラ＝ロボス：
ブラジル風バッハ第7番
指揮シモーネ・メネセス

Ilオネゲル：

交響的楽章「ラグビー」
指揮シモーネ・メネセス

SげnOn￠M即ieZeS Cor璃uc or

MF下塗裏1Va【0「cheS廿a

トランペット．斎藤秀範（バッハ・コレギウム・ジャパン奏者）

ErぎT如．mL

ra，Vは〕純1

〇歳から入場可。2歳以下はひざ上に限り無料

おすすめ年齢4歳以上

Ya凱≡由OSuzu畑，∨将Fa

スギテツ
愛と笑いのクラシック！
6月29日（土）13：30

0歳から入場可。2歳以下はひざ上に限り無料

交響曲第5番ホ短調竹
指揮鈴木雅明
す。hall。淡海が直射十紋はkS汗前川1こ1行く〉lTl（、dn

卜iノ（お鋸Jh止h旧主鋸舶高来鵡
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駅前再開発

豊済数

60分公演

一般￥2，0003歳〜小学生￥1，000

−■チャイコフスキー：

HLト】tr）rV711

45分公演

参加費￥2，000
鍵盤ハーモニカ、リコーダーなど小型楽器持込自由

詞脚荒磯崇芝翫
幽鰻鮫の蜜憶も進み、
鰻漁鈴の蜜憶も進み、

グランド・フィナーレ

バッハ・コレギウム・ジャパン
華麗なる協奏曲の夕べ 翫正江歳旦かゆけ重犯

An￡Ⅴem三一g−）rFesti、re、ConC。rtOS
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指揮：鈴木雅明
6月30日（日）17：0鋸調布市グリーンホール大ホール
鯨油隕恒広軌か削裾日がLLr呵√（加en豪注ニ1日〕三八ユrgこ・Ha日
SS￥6，000S￥5，000AY4，000B￥3，00022歳以下各30％割引

ヴィヴァルディ：

ヴァイオリン協奏曲「夏」ト短調RV315（「四季」より）
ソロ・ヴァイオリン：寺神戸亮

ヴィヴァルディ：
2つのヴァイオリンとチェロのための合奏協

ニ短調RV565（「調和の霊感」作品3より
ソロ・ヴァイオリン：山口幸恵、木村理恵 ソロ・チェロ：懸田

ヘンデル：

バッハ・コレギウム・ジャパン【BachcolleglumJapam

オルガン協奏曲第5番へ長調
作品4−5HWV293
ソロ・オルガン：鈴木偉人

J・S・バッハ：

ヴァイオリン．
ソロ・オーボエ：三宮正清 ソロ・ヴァイオリン：寺

J・S・バッハ：

管弦楽組曲第4番

木雅明rMasaaklSuzukl

調BWVl

山口幸軋YukleYarnaguchl

指揮●鈴木雅明
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ヴァイオリン．山口幸恵

YL故旧

チェロ 懸田貴嗣
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木村理恵IRleXlmura

ヴァイオリン●寺神戸亮

ヴァイオリン 木村理恵
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オーボエ●三宮正満

MasarT）鵜し1Sannomjya O oe

オルガンー鈴木優人

MasatO SLjZLK

管弦楽●バッハ・コレギウム・ジャパン

己achC〔川e9≧UmJBPan Orchesかa

0Kar一

キッズ公演

たたいてあそばう2019
45分公演

0歳から入場可。2歳以下はひざ上に限り無料
一般￥1，5003歳〜小学生￥500

アンサンブルYTE（打楽器）

EnsembleYTEPercusslOnGroup

アンサンブルYTE
EnsembleYTE

6／29（土）・6／30（日）11・00−16：30※演奏は毎正時から25分間

調布市文化会館たづくりエントランスホール
土日の2日間、毎正時にはオーディションで選ばれた音楽家たちがたづくりエント
ランスで生演奏。有料公演の合間に立ち寄る人や、ふと足を止めた通りすがりの
人などで常に大賑わいです。

●ミュージックカフェ
6／29（土）・6／30（日）11・00−17・00※演奏は毎時30分から25分間

調布市文化会館たづくりむらさきホール

ねんドル岡田ひとみ×コンサート

桐朋学園大学の在学生・卒業生が次々に出演する入退場自由の音楽喫茶で、お

ねんどで作る
6月30日（日）

各60分公演

◎C EESm

13：00／15：30
参加費

ねんど制作付参加券￥1，500
観覧券￥1，000

ねんドル岡田ひとみ

米お子様のみ、大人のみ、観覧券のみの購入不可
※参加券と観覧券は離れた場所でお座りいただきます
0歳から入場可
ねんドル岡田ひとみ（ねんど制作・指導）森下唯（ピアノ）

NENDOLl11tOmlOkada

NENDOLHitomiOkada YuIMorlShlta，PlanO

欝′完う

明細︑厚詔か許︵等号TY︑

クラシックの中のごちそう

調布市グリーンホール小ホール

おすすめ年齢3歳以上

いしいドリンクや軽食を取りながらくつろげます。特別ゲストで先生も登場。学生
たちが自らプロデュースする内容も大きな特徴です。

●ウェルカムコンサート
6／29（土）・6／30（日）昼

調布市文化会館たづくり、調布市グリーンホール付近の屋外（予定）
ホール前の屋外広場で来場者を歓迎するミニコンサートを開催します。奏者は
オープンステージと同じくオーディションに合格した地元の音楽家たち。道行く
人々にも音楽祭の楽しい雰囲気を伝えます。

●サテライトコンサート
6月下旬 調布市内サポート事業者店舗
市内の飲食店などの中から、店内での演奏が可能な場所を募集します。オープン
ステージの応募者を中心に、演奏家は調布国際音楽祭が派遣。ホールから飛び出
し、まちの各所で音楽の喜びを共有します。

感転舞
漂芸芸詣℃しても最終

遜 無料公演

●オープンステージ

おすずめ年齢全年齢

6月30日（日）11：00

寺神戸亮はyoTeTakado

今年で7年目を迎える調布国際音楽祭。
まちのいたるところに音楽があふれます。

京王線に乗って新宿から15分。

ぜひ来て、盛り上がりを見て、

世界的なアーティストが奏でる音楽を聴いて、
楽しみをわかちあいましょう。

鈴木優人Masat。Suz。ki
1981年オランダ生まれ。神戸、調布に育つ。調布市立第三小学校卒。東京蛮

術大学及び同大学院修了。オランダ・ハーグ王立音楽院修了。第18回ホテル
オークラ音楽賞受賞。
2018年9月よりバッハ・コレギウム・ジャパン首席指揮者に就任。音楽監督を
務めるアンサンブル・ジェネシスでは、オリジナル楽器でバロックから現代音楽

まで意欲的なプログラムを展開する。指揮者としてアンサンブル金沢、神奈川
フィルハーモニー管弦楽団、九州交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、

東京交響楽団、東京フィルハーモニー管弦楽団、広島交響楽団、読売日本交
響楽団等と共演。本年はNHK交響楽団にも初登場予定。

◎MarcoBorg即eVe

作曲家としても数々の委嘱を受けると同時に、J．S．バッハBWV190喪失楽章
の復元（Carus）や、モーツァルト《レクイエム》の補筆・校訂（SchottMusic）

が高い評価を得ている。NHK−FMの「古楽の楽しみ」に解説者としてレギュ
ラp出演。チェンバロ・ソロのCD『rencontre』は各紙で絶賛されている。調布

国際音楽祭エグゼクティブ・プロデューサー、舞台演出、企画プロデュース、作

曲とその活動に垣根はなく各方面から大きな期待が寄せられている。

調布国際音楽祭公式ウェブサイト
http：〟chofumusicfestival，COm／cmf2019／

りりツイッター
Twitter＠eugenesuzuki

臼IL胴E
Facebook／lnstagram masatosuzukimusic

＠cmLPr

田Iラェイスブック

Chofumusicfestival

＠ccmf

＠lインスタグラム＠cimf＿media

公演スケジュール
Date

11：00

12：00

膠 調布市グリーンホール大ホール
噌深大寺本堂
邸調布市グリーンホール小ホール
○調布市文化会館たづくりくすのきホール

圃 無料公演

13：00

19：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

20：00

グ・コンサート夏だ！祭りだ日田⑳

6／23（日）

四声粟野■燥席自申￥5003歳から木場可※各種割引尤

6／26（水）

亭本堂に響く 雛細開場・60

6／27（木） 3

締

し

オーボエと 公演〉l全席自由（

ェンバロ 理券番号付）4，

50

田園画 円22歳以下30％

雛サート臼因◎ 卿，00022歳以下50％割引
空走■登役警・≦

6／28（金）

上れノ￣− 、渡；

襲 軒弊

、らの誘拐】 ，00022歳以下各

・■照準牽横照準

6／29（土）8

襖スギテ 斬タショツ 細線

の ○＆コンサート

4

≒顎を7さ

驚き、、∴

ミh．一・一書

簿‡‥簿榊甲榊5

一園田周一 0％割引

丁

後宮

、らの誘拐

5 0％割引

イ

．妻、妄言廃寮 鋤かオーケ

，50022歳以下各

テツ愛と笑いのクラシック！園田
｝公演）
箕￥乙0003歳〜小学生￥1，000

0（演奏は毎正時から25分間）

6／30（日）

9

9

寄付のお願い

チケット発売日

ばれっと倶楽部会員＝3／8（金）一般＝3／15（金）

オープニング・コンサート出演者
昨年、大好評l鈴木優人の指揮で
第九を吹奏楽版で歌ってみませんかつ
対象l第九を原語（ドイツ語）で歌える高校生以上
定員ト150人程度（応募多数の場合は調布市内在住・在勤
在学者を優先で抽選）

チケット取り扱い

調布国際音楽祭
http：〟chofumusicfestival．com／cmf2019／

公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 チケット予約
https：〟www．ticket−mngt．net／chofu／pt／

調布国際音楽祭への特定寄附金を
随時受け付けております。寄附金
控除等の対象になります。詳しくは
こちらからお願いします。

費用】1，000円
締切14／5（金）

フェスティバル・オーケストラ出演者
昨年も大好評！鈴木雅明とシモーネ・メネセスの
指揮で演奏してみませんかつ

調布市グリーンホール チケットサービス 042・481・7222
田チケットぴあ

調布国際音楽祭に参加しよう！応接しよう！

http＝Nt．pia．jp／musicO570・02d？999

期間16／25（火）〜29（土）

対象l音楽大学生程度以上の実力を有する、
概ね30歳以下の奏者
費用110，000円

締切15／8（水）

Eヨe＋（イープラス）http＝〟eplus．jp／

（彰市民音楽家によるオープンステージ出演者

哲∪22割引 孟夏震警告諾晋遠雷志芸許は30〜50％割引で

、∴一等≡ヒス∴工∴MA，E．lこ丁三三。。＿三三二二：㌘？

（診ウェルカムコンサート出演者
調布国際音楽祭の顔ともいえるコンサート。
オープンステージや青空の下での30分のライブです。
お客様に囲まれて演奏する体験をしてみませんかつ

対象l音楽大学生程度以上の実力を有する奏者
日を除く平日9．00−18：00）へお申し込みください。定員になり

次第締め切ります。

締切15／8（水）

調布市文化会館

調布市

たづくり

グリーンホール

調布市小島町2−33−1

調布市小島町2−47−1

京王線調布駅下車
中央口改札

京王線調布駅下車
中央口改札

広場口出口から徒歩4分

広場口出口から徒歩1分

ボランティア「チームCIMF」

同体割引（10枚以上）、ハンディキャップ割引（500円）は、グリーンホールと文化会餞たづくりで購入
時にお申し出ください。ただし会員割引等との併用はできません／未就学児の入場はご遠慮ください／
お買い求めいただいたチケットのキャンセル・変更・再発行等はいたしかねます

鈴木倭人エグゼクティブ・プロデューサー、
森下唯アソシエイト・プロデューサーとともに

音楽祭の裏方を支えてみませんか？
準備を経て会場で出会うお客様の笑顔は最高です。

新宿・調布駅間は京王線特急で15分

締切13／31（日）

調布国際音楽祭2019 開催概要
エグゼクティブ・プロデューサー

サポート事業者

鈴木優人

あなたのお店で音楽祭を応援しませんかつ

アソシエイト・プロデューサー
森下唯
コミュニケーション・アドバイザー 平野敬子

監修
期間

サテライトコンサートの開催、ポスター・チラシの掲示や
調布国際音楽祭オリジナルメニューなどで、
盛り上げていただけるサポーターを募集します。

鈴木雅明
2019年6月23日（日）−6月30日（日）

会場 調布市グリーンホール、調布市文化会館たづくり、深大寺ほか
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
協力 桐朋学園大学
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
制作協力 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会

応募の詳細は、財団及び調布国際音楽祭

こ三三；＝

WEBページ、市施設等で配付している
募集要項等をご覧ください

マネジメント 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン

平成31年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業

◎jL∫し斤

調布国際音楽祭

深大寺
調布市深大寺元町5−15−1
京王線調布駅・つつじヶ丘駅、JR吉祥寺駅・三鷹駅からパス

