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シモン・ボリバル・ブラス・クインテット の 天才トランペッター
フランシスコ・フローレスが、目黒区立 東山小学校を訪問！
9 月 30 日（木）
、シモン・ボリバル・ブラス・クインテット のリーダーでトランペッ
ト奏者のフランシスコ・フローレスが、東京都目黒区立 東山小学校を訪れました。フ
ローレスが体育館に入場すると、東山小学校の特設管弦楽クラブのみなさんが元気いっ
ぱいにお出迎え。歓迎の曲≪ユーロビート・ディズニー≫と≪天国と地獄 序曲≫が演
奏されました。
にこやかに聴き入っていたフローレスは、曲が終わるとケースからトランペットを取
り出し、今度はお礼にと、ピアソラの≪タンゴ 練習曲第 3 番より≫など３曲をソロで
披露。なんとアンコールのおまけ付きです。その後の質問コーナーでは、フローレスが
８才からトランペットを始めたこと、お父さんがトランペットの先生だったこと、ベネ
ズエラは音楽がとても盛んな国だということを教えてくれました。ミニレッスンもあり
ましたよ。
この日のハイライトは、フローレスとクラブのみなさんとの共演。≪トランペット吹
きの子守歌≫と≪シング・シング・シング≫は、驚くほど息の合った素晴らしい演奏。
最後にクラブのみなさんが、≪フィンランディア≫（シベリウス作曲）のメロディーに
乗せた東山小学校の第二校歌≪東山賛歌≫を披露し、フローレスは大きな拍手の中、学
校を後にしました。
東山小学校の特設管弦楽クラブのみなさんは、12 月 23 日に行われるシモン・ボリバ
ル・ブラス・クインテットのクリスマス・コンサートで、クインテットとの共演が決定！
東京オペラシティの舞台に立つことになりました。こちらもどうぞお楽しみに！

ホルン：
ラファエル・パイヤーレ
トランペット：
フランシスコ・
フローレス

トロンボーン：
ペドロ・カレロ

チューバ：
レスビィ・パントーヤ

トランペット：
ジャンカルロ・カストロ

「シモン・ボリバル・ブラス・クインテット」は、世界中で注目を
集めているシモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネ
ズエラの創設メンバーからなる金管五重奏団です。

高い音を出すには、音を前の方に
まっすぐ出そう、という気持ちが大切だよ。
おなかにも力を入れてね。
フローレスは笑顔で演奏の様
子を見守っています。

素晴らしい演奏を聴かせてくれた、特設管弦楽クラブの
みなさん。
スペイン語・英語・日本語で挨拶をしてくれました。

感動的な共演！
息もぴったりです。

演奏曲は、≪タンゴ 練習曲第 3 番より≫(A.ピア
ソラ)、≪ナターリア≫(A.ラウロ）、≪コンティ・アド
マ≫(P.デリベラ)の 3 曲と、アンコール曲≪サミ
ス・エマノス≫(A.ベイ)でした。

「ありがとう、ともだち！」と日本語で呼びかけるフローレス。

◎◎ フローレスのメッセージ ◎◎
後日、フローレスが今回の来日で思ったことについて話してくれました。

力強くてやさしい音色が、体育館
中に響きわたります。

ベネズエラではプロの音楽家が子どもたちと一緒に演奏する、という試
みが広く行われています。東山小学校の子どもたちもとても素晴らしく、
将来良いソリストが生まれるんじゃないかと思っていますよ！
音楽家になりたいと思ったら、「やりたいんだ」という強い気持ちを持つこ
と。音楽以外のことにも積極的に目を向けたり、世界中のいろいろな演
奏を聴いたりすることがとっても大事です。
この美しい日本という国で演奏できるのを、とても楽しみにしています！

ユース（1985 年 4 月 2 日以降生まれの方）対象。
小・中学生の保護者（同伴者）も入場可
詳細は web で!!（http://www.smf.or.jp/）
東京オペラシティ コンサートホール
ユース S 席￥2,000 / A 席￥1,500 【全席指定・税込】
小・中学生の保護者は￥1,000 増 ※団体割引あり
[Sony Music Foundation] 03-3261-9933 / [イープラス] eplus.jp
[チケットぴあ] 0570-02-9999 (P コード：116-521) t.pia.jp

J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
V.エヴァルド：金管五重奏曲 Op.3
E.クレスポ：組曲「アメリカーナ」第 1 番
M.d.ファリャ：バレエ「三角帽子」より
G.M.ロドリゲス：ラ・クンパルシータ
A.C.ジョビン：イパネマの娘
ベネズエラのトラディショナル
クリスマス・メドレー 他
*曲目は変更になることがございます。

*このほかに、目黒区立東山小学校特設管弦楽クラブ＆
東山オーケストラとの共演を予定しています（1 曲/曲目未定）。
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フシギな音色、ダイナミックな響き―
伝説のマエストロ アーノンクールの公開リハーサル
11 月 1 日（月）、東京オペラシティ コンサートホールで、
「アーノンクール 公開リハーサル」が行われました。
アーノンクールは、
「古楽」という分野でおもに活躍する指
揮者。その革新的な演奏で、たくさんの音楽家たちに影響を
与えた偉大なマエストロ、アーノンクールが、10 月から 11 月
にかけて最後の日本ツアーを行う、ということで大きな話題
になりました。その貴重な機会に実現したのが、今回の「公
開リハーサル」です。
当日演奏されたのは、モーツァルトの≪セレナード第 9 番
ニ長調「ポストホルン」≫K.320 と、同じモーツァルトの≪6
つのドイツ舞曲 第 6 番 ニ長調≫K.571。ていねいに解説をし
ながら迫力のある指揮を見せてくれるアーノンクールと、や
さしい音色を聴かせてくれるウィーン・コンツェントゥス・
ムジクスの演奏者たちに、たくさんの熱いまなざしが注がれ
ました。

みなさんのために特別に
アーノンクールからサインを
もらいました！

わたしの若い友人たちに
と書いてあります。

演奏される曲について、詳しい解説をしてくれる
アーノンクール。

―来てくださったみなさんの感想を、一部ご紹介します―
・公開リハーサルを見たのは初めてだったので、新鮮でした！
・アーノンクールさんの独特な指揮は見ていて飽きず、とてもすごかった。
・楽しく分かりやすい解説を聴けて良かったです。
・見たことないおもしろい楽器があった。
・木のフルートがきれいな音だった。
・楽器の音が風のようにやわらかかったのがびっくりしました。
・曲に迫力があった。すばらしい響きでした。
・本番より演奏者に親しみを感じました。

リハーサルなので、アーノンクールも演奏する人たち
も、みんな普段着です。
あれ？ステージの隅っこに楽器のケースも置いてあり
ますね。
ポストホルンに注目！
モーツァルトが生きていた時代、郵便屋さんは
これを吹きながら手紙などを配達したそうです。

―ありがとうございました！―

楽しみな公演が目白押し！

Sony Music Foundation のコンサートラインナップ

※詳細は http://www.smf.or.jp/ をご覧ください。

スペシャル・コンサート・シリーズ Vol.8
Sony Music Foundation（財団法人ソニー音楽芸術振興会）では、次世代を担う子どもたちに向けて、
“For the Next Generation”をテーマに、さまざまな活動をしています。
「スペシャル・コンサート・シリーズ」は世界的に活躍するアーティストの創造する芸術を身近に体験してもらいたい、との願いから誕生しました。

２０１１年、

来たる！
第 157 回 ママのおなかは特等席
ゼ ロ

０才まえのコンサート®
３/１９ （土） １５：００
ＨＡＫＵＪＵ ＨＡＬＬ（東京・渋谷区）
２０１1 年

「Dream Seats」は、小学生・中学生・高校
生 を対象に、
が
厳選したクラシック・コンサートのチケット
を、特別価格 でご提供するプログラム。
「もっと、たくさん、コンサートに行きた
い！ でも、いつ、どこで、どんなコンサー
トをやっているんだろう？」
そんな子どもたちの声に、とっても素敵なラ
インナップでお応えします！

長谷川陽子（チェロ） / 鷲宮美幸（ピアノ）
【2010 年 1２/２７(月)発売】 *先行発売あり
ペア券￥4,000/1 人券￥2,500【全席指定・税込】

2011 年 12/14（水）17:00 こどもの城 青山劇場（東京・渋谷区）
詳細は、2010 年 12 月中旬公開予定

※未就学児・男性のみのご入場はできません。

MIKIMOTO 日 本 赤 十 字 社

第 43 回 献 血 チャ リティ ー・ コ ンサート

2011 年 1/13(木) 19:00 サントリーホール
わたなべまりな

®

～渡辺満里奈の３才からのクラシック～

チャイコフスキー：ロココの主題による変奏曲
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品 64

●２０１1 年
１１：００/１４：００

おとな￥3,500/こども￥1,500（３才～小学生）【全席指定・税込】 発売中
●２０１１年

２/１３ （日） 横浜みなとみらいホール

１１：００/１４：００

おとな￥3,500/こども￥1,500（３才～小学生）【全席指定・税込】 発売中
●２０１1 年

４/９ （土） 所沢市民文化センター ミューズ アークホール

【2011 年 1/26(水)発売】 *先行発売あり
おとな￥2,800/こども￥1,200（３才～小学生）【全席指定・税込】

１１：００/１４：００

◆Ｓ席￥6,000
◆Ｂ席￥4,000

３/５ （土）

藪塚本町文化ホール カルトピア

１２/２５ （土） 東京ミッドタウン・ホール

© 細谷秀樹

沼尻竜典

R.シュトラウス：組曲「ばらの騎士」（初演 100 年記念）

絵本『ありがとう ターブゥ』
わたなべまりな 文/おおつかけいり 絵

出演：渡辺満里奈 （読み聞かせ）/ 中川賢一（ピアノ） 他

遠藤真理

◆曲目 R.シュトラウス：交響詩「ドン・ファン」

渡辺満里奈

●２０１０年

前橋汀子

前橋汀子〔ヴァイオリン〕/ 遠藤真理〔チェロ〕
沼尻竜典〔指揮〕 / 東京都交響楽団

１１：００

【2010 年 1２/１５(水)発売】 *先行発売あり
おとな・こども 共通 ￥1,000
【全席指定・税込】

●２０１1 年

３/１９ （土）

ＨＡＫＵＪＵ ＨＡＬＬ

１１：００

【2010 年 1２/２７(月)発売】 *先行発売あり
おとな￥2,500/こども（０才～小学生）￥1,500
【全席指定・税込】

◆Ａ席￥5,000 発売中
◆Ｐ席￥2,000 【全席指定・税込】
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