
内容：作曲家や演奏家によるレクチャー、公開作曲レッスン、　　　

　　　リハーサル見学、コンサート鑑賞など

講師：細川俊夫（東京音楽大学・エリザベト音楽大学客員教授、　　

　　　　　　　　武生国際音楽祭音楽監督）

　　　 伊藤弘之（日本大学藝術学部教授）

　　　坂田直樹（名古屋フィルハーモニー交響楽団コンポーザーインレジデンス）

招待作曲家：木下正道、神山奈々、金井勇（ワークショップアシスタント）

受講生：定員10 名

受講料：30,000 円

　　※食費・宿泊費は含まれません。

　　※期間中の昼食・夕食の手配をご希望の場合は音楽祭事務局に

　　　お問い合わせください。

申込方法：以下の資料を音楽祭事務局メールアドレスまでお送りください。

１．申込書（音楽祭 HP からダウンロード）

２．自作スコア１～ 3 曲及び可能であればその音源

　　（電子音楽作品の場合は音源必須）のデータまたはリンク

　※郵送での申し込みも可能です。

　※応募多数の場合は、提出された書類を基に厳正な選考を行い、

　　8 月 20 日頃に結果をご連絡いたします。

武 生 国 際 音 楽 祭 推 進会 議  事務局
〒915-0832 福井県越前市高瀬 2 丁目 3-3（越前市文化センター内）

TEL: 0778-23-5057 　FAX: 0778-21-1975　mail: info@takefu-imf.com

武生国際音楽祭のコンサートを通じて、素敵な音楽に接し、音楽

家との交流の輪を広げていきたいとの願いから、福井県内の小中

学生、高校生の皆様を対象に、各メインコンサートに毎回 50 名

を無料招待いたします。保護者の皆様も、お子様とご一緒のご来

場をお待ちしております（保護者の方は有料となります）。

詳しくは下記の音楽祭事務局までお問い合わせください。

〇来場時のマスク着用、検温、手指消毒にご協力ください。

〇ひざかけの貸し出しはいたしませんので、体温調節ができる服装

　でお越しください。

〇接触確認アプリ COCOA のご利用にご協力ください。

〇感染拡大防止対策に関する最新情報は武生国際音楽祭の HP　

　（http://takefu-imf.com/timf2021-covid19）でご確認ください。

伊藤恵による公開レッスンを聴講することができます。

レッスンを通して音楽が磨き上げられていくダイナミックな

プロセスを体験できる貴重な機会となるでしょう。

講　　師：伊藤恵（東京藝術大学教授、桐朋学園大学特任教授）

日　　時：2021年 9 月 4 日（土）14:00 ～16:00

開催場所：越前市文化センター小ホール

聴 講 料 ：1,000 円

＜世界から武生へ　武生から世界へ＞

日本で唯一、作曲ワークショップを同時開催する音楽祭。

世界で活躍する作曲家を講師に迎えた武生の地から、

「新しい地平」が拓けます。

コン サ ート チ ケ ット  お 取 り 扱 い

第 20 回 武生国際作曲ワークショップ 伊藤恵のピアノ公開レッスン

武生国際音楽祭 2021 は、新型コロナウイルス
感染拡大防止に努めています。

福井県内の小中学生・
高校生を無料招待いたします！

音楽監督：細川俊夫

開催期間：2021年 9 月 5 日（日）～ 9 月12 日（日）　全 8 日

開催場所：越前市文化センター（福井県越前市高瀬 2-3-3）ほか

メイン会場 : 越前市文化センター

音楽監督 : 細川俊夫 Music Director : Toshio Hosokawa

コンサートプロデューサー：伊藤恵 Concert Producer : Kei Itoh

2021. 9.5           9.12SUN SUN

テ ー マ :

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催／越前市　武生商工会議所
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・武生楽市

・シピィ

・ヤマモト 5

・アルプラザ鯖江

・ベル

・パリオシティ

・越前市いまだて芸術館

・越前市文化センター

福井県内プレイガイド

©Jumpei Tainaka

©Jumpei Tainaka

© 大杉隼平



オープニングコンサート

シューマン：『子供の情景 Op.15』より「トロイメライ」ほか （伊藤恵／ピアノ）

シューマン：『 3 つのロマンス Op.94』より「2. 素朴に」（外村理紗／ヴァイオリン、津田裕也／ピアノ）

ブラームス：『6 つの小品 Op.118』より「1. 間奏曲イ短調」「2. 間奏曲イ長調」（北村朋幹／ピアノ）

ホリガー：「ヨハネ福音書」第 1 章 32 節によるセクエンツァ（吉野直子／ハープ）

細川俊夫：垂直の歌 I（上野由恵／フルート）

尺八本曲： 山越（田嶋直士／尺八）

シャリーノ : 雲に捧げられたテキストの間（鈴木俊哉／リコーダー）

ラッヘンマン： 魔性のマーチ（山本純子／ピアノ )

シューベルト：『弦楽五重奏曲ハ長調 D956』より「第 1 楽章」（白井圭／ヴァイオリン、外村理紗／ヴァイオリン、

　　　　　　   　田原綾子／ヴィオラ、上野通明／チェロ、岡本侑也／チェロ）

開演 15:00　一般 4,000 円／大学生以下 1,000 円

室内楽イブニングコンサート

武満徹：そして、それが風であることを知った（上野由恵／フルート、大野若菜／ヴィオラ、吉野直子 / ハープ）

サン = サーンス：幻想曲イ長調 Op.124　 （白井圭／ヴァイオリン、吉野直子／ハープ）

ドビュッシー：狂詩曲（大石将紀／サクソフォン、大宅さおり／ピアノ）

ホリガー：トレマ（大野若菜／ヴィオラ）

ホリガー：エリス - 3 つの夜曲（北村朋幹／ピアノ）

シューマン：幻想小曲集 Op.73（上野通明／チェロ、津田裕也／ピアノ）

シューマン：森の情景 Op.82（津田裕也／ピアノ）

シューマン：ピアノ三重奏曲第 3 番ト短調 Op.110

　　　　　 　　（外村理紗／ヴァイオリン、上野通明／チェロ、伊藤恵／ピアノ）

シューマン：リーダークライス Op.39  （澤江衣里／ソプラノ、北村朋幹／ピアノ）

音楽と献花 クロスアートコンサート

[ 第１部 ] 

[ 第２部 ]

ユン：『エチュード』より「I」、「V」（上野由恵／フルート）

佐藤聡明：春愁歌（松村多嘉代／ハープ）

ヤヌリテ：詩篇 サクソフォンとテープのための（大石将紀／サクソフォン）

　　　　　　　[ サクソフォン版 世界初演 ]

出演：珠寳（献花）、宮田まゆみ（笙）、田嶋直士（尺八）、葛西友子（打楽器）

開演 19:30　一般 4,000 円／大学生以下 1,000 円

開演 19:30　一般 4,000 円／大学生以下 1,000 円

 開演 19:30　一般 3,000 円／大学生以下 1,000 円

新しい地平コンサート I 

金井勇：関係項（上田希／クラリネット、辺見康孝／ヴァイオリン）[ 世界初演 ]

前川泉：島の汽車（鈴木俊哉／リコーダー、葛西友子／打楽器）[ 世界初演 ]

森紀明：『記憶の絨毯』より「第 1 曲」、「第 2 曲」（山本純子／ピアノ）

坂田直樹：Focus（上田希／クラリネット）

クォン：想像上の存在２（田嶋直士／尺八、鈴木俊哉／リコーダー）

開演 17:00　一般 4,000 円／大学生以下 1,000 円

新しい地平コンサート II

クセナキス：ルボン b　( 葛西友子／打楽器 )

徳永崇：時間工芸（2021）（大石将紀／サクソフォン、大宅さおり／ピアノ）[ 世界初演 ]

木下正道：空／大地 III（上田希／バスクラリネット、宮田まゆみ／笙）[ 世界初演 ]

伊藤弘之：夜の雲の色彩（辺見康孝／ヴァイオリン、多井智紀／チェロ、山本純子／ピアノ）[ 世界初演 ]

神山奈々：2 匹の蛍（大石将紀／サクソフォン、宮田まゆみ／笙）[ 世界初演 ]

開演 15:00　一般 3,000 円／大学生以下 1,000 円

モーニング名曲コンサート

J.S. バッハ：『インヴェンション』より（鈴木優人／ピアノ）

シューマン：アラベスク ハ長調 Op.18（伊藤恵／ピアノ）

サン＝サーンス：『動物の謝肉祭』より「白鳥」（岡本侑也／チェロ、北村朋幹／ピアノ）

シチェドリン：アルベニス風に（岡本侑也／チェロ、北村朋幹／ピアノ）

エルガー：愛の挨拶 Op.12（外村理紗／ヴァイオリン、津田裕也／ピアノ）

武満徹：鳥が道に降りてきた（田原綾子／ヴィオラ、北村朋幹／ピアノ）

フォーレ：夢のあとに（上野通明／チェロ、津田裕也／ピアノ）

ショパン：即興曲第 4 番嬰ハ短調 Op.66『幻想即興曲』（津田裕也／ピアノ）

開演 10:30　一般 3,000 円／大学生以下 1,000 円

新しい地平コンサート III

三浦則子 : 水の霊（2020）（辺見康孝／ヴァイオリン、松村多嘉代／ハープ）

ヴィルマン : 茨のアーチの下で（大石将紀／サクソフォン）[ 日本初演 ]

フリック : 超絶技巧練習曲『変容』（山本純子／ピアノ）

坂田直樹 : Oval Air（上野由恵／フルート、田嶋直士／尺八、鈴木俊哉／リコーダー）

武満徹 : ディスタンス（荒木奏美／オーボエ、宮田まゆみ／笙）

開演 17:00　一般 3,000 円／大学生以下 1,000 円

ファイナルコンサート「喜びのバッハ」
開演 16:00　一般 4,000 円／大学生以下 1,000 円

俊英たちの競演  伊藤恵プロデュース 2

モーツァルト：オーボエ四重奏曲ヘ長調 K.370

　　　　　　　（荒木奏美／オーボエ、白井圭／ヴァイオリン、田原綾子／ヴィオラ、岡本侑也／チェロ）

ブラームス：シューマンの主題による変奏曲 Op.23（津田裕也／ピアノ、北村朋幹／ピアノ）

シューマン：弦楽四重奏曲第 1 番 Op.41-1（白井圭／ヴァイオリン、外村理紗／ヴァイオリン、

　　　　　 　　大野若菜／ヴィオラ、上野通明／チェロ）

開演 19:30　一般 4,000 円／大学生以下 1,000 円

ロマン派の森の中へ  伊藤恵プロデュース１

細川俊夫と仲間たち

ヤヌリテ：詩編 チェロとテープのための（多井智紀／チェロ）

細川俊夫：明暗（宮田まゆみ／笙、大石将紀／サクソフォン）

細川俊夫：回帰 II　( 吉野直子／ハープ )

ホリガー：二重奏曲（辺見康孝／ヴァイオリン、多井智紀／チェロ）

シューマン：暁の歌 Op.133（伊藤恵／ピアノ）

ホリガー：ロマンセンドレ（岡本侑也／チェロ、北村朋幹／ピアノ）

開演 19:30　一般 4,000 円／大学生以下 1,000 円

細川俊夫
© Jumpei Tainaka

珠寳
©Tadayuki Minamoto

伊藤恵
© 大杉隼平

吉野直子
©Akira Muto

山本純子
©Jumpei Tainaka

岡本侑也
©s.yamamoto

鈴木優人
©Marco Borggreve

津田裕也
©Christine Fiedler

田原綾子
©Hisashi Morifuji

鈴木俊哉
©Guido Grugnola

上野由恵
© 武藤章

大宅さおり
©K. Vermeire

シューマン：幻想小曲集 Op.73（荒木奏美／オーボエ・ダモーレ、鈴木優人／ピアノ）

　　　　　 ピアノ五重奏曲変ホ長調　Op.44　　　（白井圭／ヴァイオリン、外村理紗／ヴァイオリン、　

　　　　　 　　田原綾子／ヴィオラ、上野通明／チェロ、伊藤恵／ピアノ）

J.S. バッハ：カンタータ『キリストは死の縄目につながれたり』BWV４

　　　　　 カンタータ『我は我が幸いに満ち足れり』BWV84

（鈴木優人／指揮、澤江衣里／ソプラノ、小林あすき／アルト 、眞木喜規／テノール 、山下哲弘／バス 、

荒木奏美／オーボエ、武生国際音楽祭フェスティバル合唱団、武生アンサンブル：白井圭／ヴァイオリン、

外村理紗／ヴァイオリン、田原綾子／ヴィオラ、大野若菜／ヴィオラ、岡本侑也／チェロ、上野通明／チェロ、

四戸香那／コントラバス、大宅さおり／キーボード）

9.5
SUN

9.7
TUE

9.8
WED

9.9
THU

9.10
FRI

四戸香那山下哲弘

小林あすき

荒木奏美大野若菜外村理紗

上田希

北村朋幹
©TAKA MAYUMI

田嶋直士

白井圭

澤江衣里上野通明

宮田まゆみ 松村多嘉代

辺見康孝 葛西友子

大石将紀多井智紀

眞木喜規

未就学児の入場はご遠慮ください。

演奏家・曲目は、やむを得ない事情により変更する場合があります。

9.11
SAT

9.12
SUN

※越前市文化センターのみの
　お取り扱いとなります ・ペアチケット（メインコンサート2 人分）

・回数券（４,０００円コンサート券６枚分）

・全てのコンサートが聴けるパスポート 15,000 円

15,000 円

6,000 円

お得なセット料金

各チケットのプレイガイドは裏面をご覧ください。

会場：越前市文化センター大ホール

上野由恵」さんの写真のクレジット、「武藤章」さん追記


