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ユーフォニアムが編 成 に入 った金管 アンサンカ し

“Ozca Brass Connection"委 嘱作 品 、

河合和貴作曲『 ブラス,し ディット～ 金 管盗 賊 団～ 』を初演 r
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2022.11.29善
19:00開演 だヽ金井宮地楽器ホール大ホール
(18:30Fテ F月 場 ),R中 央線 「武蔵小金井J商 旧駅前

OMember 0 Program

青楽監督 :藤井一男

トランペッ ト:山本英助、村上信吾、

山田枝理子、荻原和音

ホルン :齋藤嵩之、須藤彩華

トロンボーン :尾 崎麻佑子

バス トロンボーン :星 野和青

ユーフォニアム :齋藤 l拘 美子

テューバ :岩 井英二

パーカッション :安束友樹子、照屋イョ下海

河合和貴

河合和貴

大野雄士

ブラスバンデ ィッ ト～金管盗賊団～〈委嘱作品〉

金管 8重奏のためのラフアーガ

金管 6重奏のための『パッチワーク』

～ベー トーヴェンの主題 による変容～く委嘱作品〉

「遠野の雲は故郷を離れφ」

金管八重奏のためのく委嘱作品〉

エピソー ド

ニつのニグロ・スピリチュアル

晴れた日は恋人 と市場へ !         他

竹鼻雪乃

兼田敏

兼田敏

建部知弘

全席自由 一般 2,500円 大学生以下 1,000円

アーカイブ配信 1,000円 (｀ノイキャスより配存:)

(ツ イキャス配信 U Rk´ 〉

https://twitcasting tv/Ozca_brattsicn/ShOpcart/178413

翻拠を■!∵χ」笹!鰐鞘堅
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03‐ 5632-5728

(お 問い合わせ,

圏車車を通疑犠 :Чゃ…トム
03-5632‐ 5728

(ア クセス〉

小金井宮地楽器ホール大ホール

東京都小金井市本町 6 14 45 Tcl:042380‐ 3077

JR中 央縁「武蔵小金井J南 日駅前

バス :小出急バス、関東バス、l'特 武バス、京Iバ ス「武蔵小金井駅J下車 徒歩

(主 催)Ozca Bras、 Conncction

イ脇貸〉株式会社ヤマハミュージックジゃバン

株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャバン

株式会社 ド倉楽器

株式会社ダク(管 楽器専PIFiダ ク)
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新日本 BGM 7イ ルハーモニー管弦楽制

(協 ノザ)イ】限会社 コジマ録青
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感染拡大予防対策を講し
=来

場の皆様の賞全を確保できるよう務めて参り

ます。な才s、 本
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ナ、lコ ロナウィルス感染サ下の感染拡大状況や政府 白治体関係
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Ozca Brass Connection

音楽監督 藤井 一男

(ク ラリネッ ト奏者 )

Ozca Brass Connection第 2回 目のコンサー トについて

私がプロデュースしたブラスアンサンブル
‖
Ozca Brass Connection・ が誕生 してから 2回 目のコンサー トを迎えます。ユーフォニアムは

アンサンブルでは活躍の場が他よりも少ないと間いた私は、あの素晴らしい表現力のあるユーフォニアムが他の金管楽器と対等になる様にと、

そしてそんなCDを 作ろうと動きました。ユーフォニアム奏者で、15年 ほど前に都内の 高校で教えた齋藤由美子さんが立派になつている

ことを思い出し、構想を話 しましたらメンバー決めも含めて全面的に乗つてくれまして、今日に至つています。そして早速アンサンブル曲を

発掘・創作 して 1枚 の CDを 収録 し初のコンサー トを開催 しました。何よりも素晴らしいのは各メンバーの技量はもちろんですが、比較的

若い年齢層、中堅層、そ していわゆる大御所と呼ばれる方の金世代型で構成されていること。そ してメンバーの皆さんがとても謙虚で、

練習にもお邪魔 しましたが、まとまりがとても素晴らしく感 じたことです。私もこれまで東京クラリネットアンサンブルというグループで、

その可能性を拡げることを目的として40年 以上 やって来ましたが、出来るメンバーがお互いを尊重 し合えるときに、全体が発揮出来る力は

何倍にもなると思います。そしてこれは前回のコンサー トに続 く第2回目のコンサー トですが、これから先、オズカ・ブラス・ コネクションが

金管アンサンブルの牽引者としての素晴らしい足跡を残 して頂けることを期待 しています。皆さま、是非よろしくお願い します !!

Ⅳ【elmber

山本 英助 Eisuke Yamamoto(ト ランペツト)

東京シティーフィルを経て南 西 ドイツフィルハーモ ニー管弦 楽 団 に15年 間

首席 トランペ ット奏者として在籍。ドイツを中心 に ヨー ロ ッパ各地 や アジア

で演奏会や録音などの演奏活動を行 つた。現在、桜美林大学教授、国立音楽

大学特任教授 、洗足学園音楽大学客員教授、日本 トランペ ツト協会 常任理事。

村上 信吾 shingo Murakami(ト ランペツト)

国立音楽大学卒業。これまでに トランペ ットを熊谷仁 士氏、大隅雅人氏

に師事。バ ロック・トランペ ッ トを霧生貴之氏に師事。第 9回ルーマニア

国際音楽 コンクール管楽器部門第 3位。現在 フ リーの トランペ ッ ト奏者

として、古楽器演奏からゲーム音楽まで幅広いジャンルで活動 している。

ず遺

山田枝理子 Enko Yamada(ト ランペット)

国立音楽大学、クラウス公フロー三ンゲン音楽院(オ ランダ )を卒業後、グラーツ

国立音楽大学大学院(オース トリア )で学んだ。これまでに山本英助、矢澤定明、

藤井裕子、ウヴェ・ケラー、アウク・フアン・茅 。メルク、ボブ・クル トハウスの各氏

に師事。現在はフリー奏者として活動をしながら、後進の指導 にあたっている。

荻原 和音 Kazune Ogihara(ト ランペット)

国立音楽大学を首席 で卒業 し、武岡賞を受賞。同大学院音楽研究科修士

課程修 了。皇后陛下主催・ 桃華楽堂音楽会にて御前演奏を行 う。

現在はライブサポー ト、収録、作編曲、薬譜制作 、プログラミング等幅広 く

活動 している。新 日本 BGMフ ィルハーモニー管弦楽団 トランペ ッ ト奏者。

齋藤 嵩之 Takayum SahO(ホルン)

東京都出身。国立音楽大学卒業。同大学ア ドヴァンス トコース (上級ソリス ト)

修孔 ホルンを大野良雄 、井手詩朗、西條貴人、日高岡J、 阿部麿の各氏に師事。

第 9回 日本アンサンブルコンクール優秀演奏者賞・全音楽譜出版社賞、第 9回

大阪国際音楽コンクール室内楽部門エスポワール賞受賞。

須藤 彩華 Ayaka SudO(ホ ,レン)

国立音楽大学卒業 。
114サ

イ トウ・キネン室内楽勉強会～金管アンサン

ブル～ 、
115小

澤征爾音楽塾オベラプロジ ェク トXlllに 参 加。ホルンを

澤 敦 、飯 島さゆ り、日高 剛 、福 川伸 陽の各氏 に指示。現在 は室内楽や

吹奏楽 。オーケス トラなどでフリーランス奏者として活動中。

尾崎麻佑子 Mayuko Ozam(ト ロンボーン)

東京都 出身。国立音楽大学卒 業 。第 1回 津堅 コンクール トロンボー ン部門

入賞。静 岡の名 手オ ーデ ィシ ョン合格。萩 谷克 己、池上 亘、箱 山芳樹 の

各氏に師事。 夕カハシミュージック トロンボーン講師。ハーツ 。ウインズ

団員。金管五重奏ベルエキ ップメンバー。

星 野 和 音 Kazune Hoshino(バ ス トロンボーン )

国立音楽大学卒業。桐朋学園大学研究科修了。ヤマハ管楽器新人演奏会

出演。第 5回 済州 島 ブラス コンペ テ ィシ ョンバス トロ ンボー ン部 門

第 3位入賞。第 29回 日本管打楽器コンクール トロンボー ン部門第 2位

入賞。富士山静岡交響楽団バス トロンボー ン奏者。常葉大学短期大学部

音楽科及び常葉大学附属橘中学校・ 高等学校吹奏楽コース,卜常勤講師。

齋藤 由美子 Yumiko SaК o(ユーフォニアム)

国立音楽大学卒業 。同大学国内外研修奨学生 (特 別研修給付 )。 第 26回 日本

管打楽器 コンクール第 5位入 賞、第 29回 同 ヨンクール入 選 。これ までに

ユーフォニ アム を三浦徹 、露木 薫 、齋藤 充 の各氏 に師事。現在 、桐朋学国

大学音楽部門嘱託演奏員、光明学園相模原高等学校吹奏楽部 コーチ、町田

市立中学校部活動指導員。

、華く

岩井 英二 Eけ ilwai(テ ユ バ)

国立音楽大学及びコンセルヴア トワール尚美 ディプロマ コースを首席で

卒業 し、谷田部賞、赤松賞を受賞する。第 9回 日本管打楽器コンクール第 1位

受賞。ドイツ、ハンブルク音楽・演劇大学、ワイマール・フランツリス ト音楽

大学にてテ ューバ と室内楽を学ぶ。国立 音 楽 大学 附属 高 等 学校 中学校

講師。風 乃旅合奏団 、ハ ーツ・ウイ ンズ テ ューバ 奏者。府 中ジュニア

ウイン ドオーケス トラ指揮者。

´や

安 東 友 樹 子  Yukiko Ando(パ ーカッシ ョン)

国立音楽大学卒業。同大学上級 ア ドヴァンス トソ リス トコース修 了。桐朋・

オーケス トラアカデ ミー研修 課程修 了。小澤征爾音楽塾 、サイ トウキネン

オ ー ケス トラ、宮 崎 音楽 祭 、東 京春音 楽祭 な どの 音楽 祭 に参 加。桐朋・

オーケス トラアカデ ミー在 学中、成績優秀者 として リサイタルを行 う。

照屋 有「海  lkumi Teruya(パーカッション)

打楽器奏者。沖縄県 出身、国立音楽大学打楽器専攻卒業。12歳よリホル ン

を始め、13歳 で打楽器に転 向する。オーケストラを中心 にアンサンブルや

教育機関の芸術観賞会や リトミック、作編曲、ティンパニマ レッ ト制作など

多方面 において活動中。これまでに植松透 、福田隆 、平良むつ子の各氏 に

師事。
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IBrass Connection多_
ン:3つのダンス・エピフとド

収録曲 :◎ フレッド・上・フランク :金管のための序曲 ◎竹鼻雪乃 :金管 6重奏のための「2つのケルト民謡」
◎ジョヴアンニ・ガブリエリ/ロバート・キング編曲 :ソナーレのためのカンツォーナ第 1へ4番 ◎ヤン・ファン=デ
ル=ロースト:4つの古い舞曲 ◎エドワード・グレグソン:3つのダンス・エピソード ◎大野雄士 :リ メヾ―サイド・

ストリート ◎アンドリュー・ロイド=ウェッバー/ジョン・ベリー編曲 :オペラ座の怪人 ◎河合和貴 :金管 8
重奏のためのラファーガ ◎ジュゼッペ・ヴェルディ/ク レア・W。 ジョンソン編曲 :歌劇 《アイーダ》より凱旋行
進曲 ◎八ロルド・ウォルターズ/ピザ・パーティー

ALCD-3123 税込価格 ¥3,080(税 抜価格 ¥2,800)

TEL103-5397-73111FAX.03-5397i8223函
聖と発売元ALM

お近 印 こお店 力強 い場合 は通 副 売 も行 ってお りま
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