《プログラム》

1

第 部

マーチ《スパイラル・タワー》│鈴木英史
亡き王女のためのパヴァーヌ│ M. ラヴェル
喜歌劇《天国と地獄》
《天国と地獄》序曲│ J. オッフェンバック

常任指揮者

中畑裕太
団員指揮者：向井 篤

創立 30 周年記念委嘱作品〈世界初演〉

2部

第

瀧津瀬の龍│樽屋雅徳
ポップス・ステージ 子どもから大人まで、
誰もが楽しめるポップス・ステージ
スピリテッド・アウェイ《千と千尋の神隠し》より 他

3月21日（月・祝）

2022年

開場 14：15 開演 15：00

川口総合文化センター リリア メインホール

JR 京浜東北線 川口駅西口正面徒歩 1 分 │ 入場料 ［全席自由］

一般 900 円（［前売券］700 円）
中学生以下 500 円（前売・当日とも）未就学児 無料

※新型コロナウィルスの感染動向を踏まえ、必要に応じて適宜対策を実施します。ご来場の際は、事前にホームページをご確認ください。
※当団では、たくさんの方に演奏をお楽しみいただけるよう、未就学児の入場を制限いたしておりません。会場内でお子様が騒がれて、周りのお客様のご迷惑になると判断し
た場合、落ち着かれるまでロビーへの移動を係の者がご案内させていただくこともございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

公式 Webサイト

http://aophil.org

Facebook │ https://www.facebook.com/aokiphil
YouTube │ http://bit.do/aophil
Instagram │ https://www.instagram.com/aophil
Twitter │ @aokiphil
ブログ “ 爆知 ” │ http://aokiphil.blog.fc2.com

お問い合わせ：p 080 – 7030 – 1173（青木フィルハーモニー吹奏楽団事務局）
チケットのご予約：http://aophil.org/concert_ticket
主催：青木フィルハーモニー吹奏楽団
後援：川口市教育委員会 川口総合文化センター リリア
川口市民音楽協会

作曲家

樽屋雅徳

Masanori Taruya

1978年千葉県銚子市生まれ。武蔵野音楽大学音楽学部作曲学科卒業。
作曲を佐藤 博、宮本良樹各氏に師事。作曲、編曲の傍ら、吹奏楽の

そのほか、アンサンブルなど
小編成の楽曲も数多く手掛け

指導もしている。

ている。

1998年フランスで吹奏楽曲《Ardent Overture》を出版。吹奏楽作品
では《絵のない絵本》
《民衆を導く自由の女神》《マゼランの未知な
る大陸への挑戦》《ラザロの復活》（2006 年）、《マードックからの最
後の手紙》（2011 年）
、
《斐伊川に流るるクシナダ姫の涙》（2016 年）
など多数。

常任指揮者

中畑裕太

Yuta Nakahata

埼玉県出身。狭山ヶ丘高等学校、武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科
テューバ専攻を卒業。大学在学時、武蔵野音楽大学ウィンドオーケス
トラ、同ブリティッシュブラスを指揮。2008 年、ダグラス・ボストッ
ク・マスタークラス（指揮）にて第一位を獲得。その後、埼玉県公立学
校教員採用選考試験に合格し、2009 年から吉見町立吉見中学校、2014
年から川口市立青木中学校に勤務し、両校で吹奏楽部顧問を務める。
全日本吹奏楽コンクールに 5 度（金賞 2 回）
、全日本アンサンブルコン
テストに 3 度、その他各種全国大会に生徒を導く。これまでにテュー
バをロジャー・ボボ、佐藤 潔の各氏に、指揮法をダグラス・ボストッ
ク氏に、吹奏楽指導法を中村睦郎、野上博幸、吉田 亘の各氏に師事。

改造計画」他 4 タイトル、
（株）
竹書房より「行動四原則で強
くなる吹奏楽」
、カワイ出版よ
り吹奏楽・管楽器トレーニン
グ・アイディア集「
〈歌練〉歌っ
て強くする吹奏楽」を発売。
現在、叡明高等学校教諭並び
に 吹 奏 楽 部 顧 問。YouTube
チャンネル「なかたかチャンネル」にて日々の活動を配信中！

2020 年 4 月より青木フィルハーモニー吹奏楽団の常任指揮者に就任。

ジャパンライム（株）より吹奏楽指導 DVD「ナカちゃんの初級バンド

青木フィルハーモニー吹奏楽団

Aoki Philharmonic Wind Orchestra

1992 年に結成。
「感動のある音楽を！」をモットーに、吹奏楽活動を通
じて音楽技術の向上と豊かな音楽づくりを目標とし、川口市を拠点に
活動しているアマチュアの吹奏楽団。メンバーは学生から社会人と幅
広く、総勢約 50 名で構成されており、川口市の施設である芝園分室（旧：
芝園小学校）にて練習を行っている。結成後、定期演奏会を年 1 回開催
しており、2022 年には 30 周年を迎える。また、吹奏楽コンクールやア
ンサンブルコンテストにも参加しており、吹奏楽コンクールにおいては

2011 年と 2012 年に埼玉県代表として西関東大会へ進出、アンサンブル
コンテストでは、1996 年と 2000 年に金管五重奏が西関東大会へ進出し
ている。そのほか、小中学校での芸術鑑賞会や市民文化祭などにも参加
し、地域との文化交流も積極的に行っている。活動は国内だけにとどま
らず、1997 年には台湾・嘉義市で開催された「’97 嘉義国際管楽節（チャ
イ・シティ ･ インターナショナル・バンド・フェスティバル）」に参加。
この時の演奏が認められ、2001 年には韓国・済州市からの依頼を受け

「第 6 回 済州（チェジュ）サマー・バンド・フェスティバル」に参加して
いる。2002 年秋にはアントニーン・キューネル氏を指揮者に招いた特
別演奏会を開催し、多大な好評を得た。
2020 年 4 月より常任指揮者に中畑裕太氏を迎え、心に強く響く音楽を
求め、歩み続けている──。

第27回定期演奏会にご来場いただき、ありがとうございました！
久々のコンサートでした。心が軽くな
りました！
（52 歳 女性）
久しぶりの生音がとてもうれしかった
です。
（57 歳 女性）
中畑裕太氏の演奏中の表情が喜びに満
ちていて非常に印象的だった。演奏は
もちろん大迫力だった。 （23 歳 男性）

とても楽しかったです。コロナに負け
ず、これからも頑張ってください。
（26 歳 女性）
団員の皆さんが楽しそうに演奏されて
いて、見ている側も楽しかったです。
（15 歳 女性）

このコロナ禍のなか、練習も大変だっ
たと思います。演奏会、1 ヶ月半遅れで
も開催できて良かったですね！娘に大
きなステージでの生演奏を聴かせるこ
とができて嬉しいです。 （40 歳 女性）

とても感動しました。皆さまの努力が
伝わってくる演奏でした。
（46 歳 男性）

コロナ禍で練習にも制約があるであろ
うなか、素晴らしい演奏でした。開催ま
でこぎつけた皆さま、関係者の方々の
努力に心から敬意を表します。
（51 歳 男性）

迫力があって良かったです。次が楽し
みです！
（73 歳 女性）

初めてでありました。感動いたしまし
た。
（79 歳 女性）

コロナ禍で演奏会がまた延期になるか
と心配していましたが、演奏が聴けて
嬉しかったです。
（56 歳 女性）

久しぶりの演奏会、しばらく音楽を聴
く機会がなかったこともあり、とても
楽しかったです！
（24 歳 男性）

元気もらえました !! 楽しかったです。
（20 歳 女性）

中畑先生、楽しそうでした。
（48 歳 女性）

中畑さんの指揮が素敵でした！
（77 歳 女性）

今回の演奏会開催にあたり練習や準備
など大変だったと思いますが、例年ど
おりの素晴らしい演奏会でした。
（42 歳 男性）

生で演奏を聴くこと自体が久しぶり
だったので、ものすごく楽しかったで
す！
（16 歳 男性）
（第 27 回定期演奏会アンケートより一部抜粋）

