
合唱音楽の新たな地平 Part 20
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作曲象、指揮者、合唱歌手、 ピアニストなどが集い、

合唱音楽の明日を考え、新しい音世界に挑戦する4日 間。

1999年、島根県隠岐島で産声をあげたこのセミナーは、

長野県川上村に居を移して着実な歩みを続け、今夏で記念すべき 20回 を迎えます。

この間 25人の作曲家による28の新しい合唱作品が委嘱初演され、世に羽ばたきました。

今回のセミナーでは、20回企画特別企画として、

実行委員を務める作曲家による新作を含む作品を演奏予定です。

たくさんの方々のご参加をお待ちしています。

2018年 8月 3日 (金)-8月 6日 (月 )

川上村文化センターl長野県)

〔主催】合唱音楽の新たな地平 実行委員会
【共催】21世紀の合唱を考える会 合唱人集団 音楽樹/長野県川上村/長野県川上村教育委員会

【協力】長野県東信合唱連盟



セミナー内容

Π朋厖D肥田k20回記念特別企画
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2018年 委嘱作品

新実徳英「A Song and Songs
for Hlixed choir」

訳:W.I.エ リオット、川村和夫)(詩 :谷川俊太郎

指揮 :新実徳英

西村 朗
女声合H目組曲「秘 密 の 花 」
(詩 :大手拓次 )

指揮 :藤井宏樹

栗 山 文 昭 (実行 委 員 長 )代 りやまふみあき/合吋 旨揮者)

指揮法を高 階正光、合唱指揮 を田中信HHに 師事。二期会合唱団、東京

混声合唱団を経て、現在 12の 合唱団を有す る「栗友会Jの音楽監督及

び指揮者 として活躍す る傍 ら、合 H昌人集団「音楽樹Jの芸術願問 として、
「TO,O CantatJな どの企画 に携わる。第 20回中島健蔵音楽賞奨励賞

受賞。2015年 度下紹院一音楽賞受賞。現在、武蔵野音楽大学教授、島

根県芸術文化セ ンター 「グラン トワJいわみ芸術劇場芸術監督。

新 実 徳 英  cこぃみとくひで/作曲家)

束京大学工学部卒。東京藝術大学音楽部作曲科卒。同大学院修了。現
在桐周灯学園大学院大学特別招聘教授、同芸術短期大学部にて非常勤講
師(東京音楽大学客員教授。1977年 、ジュネーブ国際バレエ音楽作山
コンクールで史上二人目のグランプリ、同時にジュネーブ市賞を受賞。
1982年文化庁舞台芸術創作奨励賞 ,特別賞。1984年文化庁芸術祭優
秀賞。2000年 中島健蔵音楽賞。2003年別宮賞、2004年 CD「風神・雷神」
が文化庁芸術祭賞レコード部門大賞。2005年「シンフォニック・オペ

ラ白鳥Jが、佐川吉男音楽賞。2007年、「協奏的交智曲―エラン・ヴィター
ル」により尾高賞。作品は、管弦楽、室内楽、器楽、邦楽器等に多数。
合唱は特に広く歌われている。

藤 井 宏 樹 側 実 行 委 員 長 )低 じいひろき/合唱指揮Э

東京藝術大学 音楽学部声楽科卒業。全 12団 体 を有 す る 《樹 の会抄、

Ensemble PVDの 音楽監督を務 める。国内外の合唱 コンクールにおい

て は高い評価 を得 て、海外 に招鴨 され る機会 も多 く、近年では全 日本

合唱 コンクール等の審査員や、合唱講習会の講師、委嘱活動、Tokyo
Cantat等の企画 も積極的に行っている。合唱人集団「音楽樹」代表幹事。

JCDA日 本合唱指揮者協会会員。

西本寸自月 (にしむらあきら/作曲家)

東京藝術大学卒及び同大学院修了。日本音楽コンクール第 1位、エリ
ザベート国際音楽コンクール大賞、グルラピッコラ作山賞、尾高賞 (5
回)、 中島健蔵音楽賞、京都音楽賞「実践部門賞J、 日本現代芸術振興賞、
エクソンモービル音楽賞、別宮賞、サントリー音楽賞、毎日芸術賞等
を受賞。CD「 エイヴィアンJが平成 14年度芸術祭大賞を受賞、CD作
品集「メタモルフォーシス」と「ブルーノ・カニーノプレイズ西村朗J

がそれぞれ平成 17年度と平成 27年度の芸術祭優秀賞を受賞。アジア
の伝統音楽・宗教・美学・宇宙観等に強い関心を抱き、そこから導い
たコンセプトにより多数の作品を発表。現在、東京音楽大学教授、「草
津国際音楽祭J音楽監督、「いずみシンフォニエッタ大阪J音楽監督。
2013年 秋、紫綬褒章を受章。

片山みゆき (かたゃまみゆき/合唱指揮者)

国立 音楽大学 附属 音楽 高校 。国立 音楽大学 声楽科 卒業。イ ギ リス !

Schola Gregonana Of Camb五 dgeに てグレゴ リオ聖歌を学ぶ。現在、

グ レゴ リオ聖歌か ら図形楽譜や シアター ピースを含むチ九代作 品まで、

幅広 い時代・様式 の作品を全国各地 にて指

“

I・ 指導活動。また作山家

との協働による新 しい合唱作品の委堀・演奏活動にも力をといでいる。

合唱人集団「音楽樹 J目 1代 表幹事、 日本合唱指揮者協会会員、 日本 グ

レゴ リオ聖歌学会会員、武蔵野音楽大学講師、武蔵野音楽大学パルナ

ソス多摩女声合唱団指揮者。

横山琢哉 はこゃまたくや/合唱指揮者l

北海道生 まれ。 ピアノを中山 ヒサ子氏に、指揮法 を高階正光氏、森垣

桂一氏にR下事。2007年、イタ リア・ ボローニャで行われた第 4回 マ

リエ レ・ヴェン トレ国際合唱指揮者 コンクールで第 2位 を受賞。女声

合唱団木声会 (仙 台市)指揮者。イロの道合唱回 (八 王子市)常任指樹〔者。

あん さんぶ るめい (桐 生市)指揮者。東海市民合唱国指揮者。 その他

各地で トレーナーを務め る。栗友会高」音楽監督。合唱人集団 「音楽樹 J

幹事。武蔵野音楽大学 lt師 。

●
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2018年 委H属作品

寺嶋陸也

指揮 :寺嶋陸也

グ レゴ リオ聖 歌

Christus factus est

Ut queant laxis

指揮 :片山みゆき

レクチャー

新 作 を 語 る 一 ― 寺 嶋 陸 也
。

新 実 徳 英

コンサート 午後3時30分開演 一般入場可 入場無料

レッスン曲 4作品

東信合唱団
混声合 H昌組曲「千曲川の水上を恋ふる歌」薮田義雄 作詞 小山章三 作曲 指揮 :栗山文昭

シンポジウム

作曲家の考え方―― 僕たちの場合 寺嶋陸也・新実徳英
1)私の作曲法一作曲とは何か 2)古典から現代―名作を巡る作品論 3)各種楽器、そして声の魅力.に ついて

4)作曲とピアノ 5)連弾の愉しさ ハンガリー舞曲・小組曲・ピアノソングブックから各 1曲

寺 嶋 陸 也   (てらしまりくや/作曲家・ヒアニスト)

1964年 生 まれ。束京藝術大学作山科卒、同大学院修了。オペ ラシアター

こんにゃ く座での演奏や、2003年パ リロ本文化会館における作品個展
「束洋・西洋の音楽の交流Jな どは高 く評価 された。作山のほか、 ピア

ノの演奏や指揮、音楽祭の音楽監督な ど、活動 は多方面 にわた る。オ
ペ ラ『ガ リレイの生涯』『末摘花』『 ヒ ト・マル』のほか、合唱 曲、邦

楽器のための曲な ど作品多数。「二月か ら |‐ 一月への愛の うた (栗 山文
Л富の芸術2/寺 嶋陸也作品集J(VICS 61092)ほ か多くのCDがある。
ホームページhttpツ /1～恥′、～

I gregOrio,p/terashima/

野 本 こ二人   (のもとたつひと/合唱指揮者・声楽家)

東京藝術大学声楽科卒業。同大学院修士課程修 了。バ リ トン歌手 とし

て多 くの コンサー トに出演す るほか、合Π目指 4〔 者 として も多彩 な活動

を行つている。NHK全 国学校音楽 コンクール課題曲「手紙J(ア ンジェ

ラ・ アキ)、 「YELLJ(い きものがか り)等 を放送初演。2017年度 は中

学校の部 「願 いご との持 ち腐れJの初演指揮 を担当。2011年 にソコ

CD「花～わた したちの うた」を リリース。 日本合唱指揮者協会会員。

合唱人集団 「音楽樹J副代表幹事。兵庫教育大学大学院准教授。

8月 3日 (金 )

8月 5日 (日 )

3月 6日 (月 )

実行委員プロフィール



スケジュール (変更になることがあります)

ウォーミングアップ ウォーミングアップ
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はじめの会
休 憩

コンサート
リハーサル

レクチャー
レッスン

コンサート

休 憩
休 憩
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拿喚曼勇真3っ
川士村は日本―の

レタス産地 !

採れたてを
■のよょガブノ!ほか
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も美味とぃ高原の幸が七`つιゴぃ「

休憩時間などの方楽とみです !

お楽とみ
●

企画 !!

旬
新鮮

参 カロに つ い て (参加者は全員「セミナー支持会員」となります)

*参加条件 全日程に参加できる方。  *募 集人数 80名
*参加費 (支持会員会費)一般 :5口 (25,000円 )以上 学生 :3口 (15,000円 )以上 (宿泊費・食費など別途)

*宿泊費 コ,自 2食 6,800円予定 (昼食別)                                      .
宿泊施設 :金障山荘―・数名単位での相部屋です。セミナー会場と金峰山荘の移動はマイクロバスを用意します。               ,ド
※確定した宿泊費と昼食費はお申し込み後にお知らせします。

*参加申し込み        |
申込書を郵送またはFAX、 メールで下記事務局までお送り下さい。費用については手続き完了後ご請求書をお送りしますので、指定回座にお振り込み下さい。

申込書送付先 :(郵送)〒 170‐ 0013 東京都豊島区東池袋 2‐ 28‐牛101「音楽樹」内 八ケ岳ミュージックセミナー川上村事務局

(FAX)03ぃ 3985‐9406(メール)8gatake201 8@ongakuiuiCOm

*申込締切 6月 30日 (上)必着
*キャンセル・変更について

参加申し込み後、キャンセルされる場合は、ア月15日 までに事務局へご連絡ください。全額をお返しいたします。
7月 16日以降は参加費の返金はいたしません。なお、申し込み後の食事・宿泊等の変更は 7月 24日 到着分まで受け付けますので事務局までご連絡ください。
7月 25日 以降は食事・宿泊費の返金もできませんのでご了承ください。

*セミナーで使用する楽譜は事務局でご用意します。

*コ ンサートでも着ていただけるオリジナルTシャツを作成する予定です。購入希望の方は、参加申込書に購入希望サイズをお書きください。 (2,000円程度)

*チャーターバスについて

東京方面からのチヤーターバスを検討しています。人数がまとまれば、列車での移動より安くサI上村まで行くことができます。
バス利用をご希望の方は申込書の「チヤーターバス調査」の欄にご記入ください。
なお、人数が集まらない場合はバスの借り上げはいたしませんのであらかじめご了承ください。

小海線 小海線

> > > >
9:00 11:21 12:06      13:34 16:34

長 野

」CT
Jし陸新幹線

1止信越自動車道

中央本線

中央自動車道

須玉 IC

●中央自動車道須玉ICから国道141号線を約30km
川上村入日から約 15分

●止信越自動車道佐久小諸〕CTから中部横断道ヘ

八千穂高原 tCか ら30分

…
小海線

>

14:204
14:36発

小海線

>
9:44 11:11着

12:16発

13:33      13:57

新宿 小淵沢

JR中央線

車では

小淵沢東 京 佐久平

小淵沢 新宿

長野

会場へのアクセス 長則娯糊露うこ瑠辮曾 1用

できます。

川上村

アクセス
MAP

*列車時刻 (平 日ダイヤ)運 賃等は 2017年 4月 現在の情報です。

レ
15:11ぉ

15:46発 "
17:12

昌



И 支持会員制度のご案内範

八ヶ岳ミュージックセミナー川上村を、より多くの方に知っていただき、そしてご支持いただき、

さらに充実したものにするため、「八ヶ岳ミュージックセミナー川上村 支持会員制度」を設けています。

セミナー参加者はもちろん、参加いただけない方々にも、「支持会員」として、

新しい作品の誕生に携わつていただくことができます。

[1999]

[2000]

[2001]

[2002]

特典

久留智之

南  聡

川島素晴

藤原 豊

三輪員弘

寺嶋陸也

信長貴富

溝入敬三

鷹羽弘晃

篠崎正嗣

久田典子

鈴木輝昭

新実徳英

原田敬子

[2010]

[20η ¬]

[2012]

[2014]

[2015]

[2016]

[2017]

。会員証を発行
会員証をセミナー会場にてご提示いただくと、レクチャーやレッスンの聴講及びコンサート、
コンサート後のパーティーヘご参加いただけます。

1口 :5,000円
セミナー参加の場合 :

セミナー不参加の場合

団体の場合 :3国以上

ハミングバード*マザーアース

2つ の合唱曲

O― |(i

僕の足りないもの

またりさま CPU
四つの黄色いバラー ド

女声合唱のための モニュメント

ワシとびわばん

交点 K

―ことばあそび―「トラと信長」「竹垣」*音楽之友社

瑯,斎志異

CANZONI DEL GIARDINO(庭 園の歌)

三つ の 愛 の 歌 *音楽之友社

(5)つ のムープメント

一般5国以上、学生3国 以上 (セミナー参加費に充当します)

1口 以上 (なるべく、一般2回 以上のお申し込みをお願いいたします)

●コンサ ー トプ ログ ラム にご芳 名 を掲 載 (2018年 7月 10日 受付分まで)

*7月 10日以降も、引き続きお申し込みを受け付けております。

●口数に応じた特典
1口 :  委嘱作品楽譜の贈呈

2口 :  委嘱作品楽譜、演奏録音の贈呈

3口 以上 :委嘱作品楽譜、コンサート全体・レクチャー・シンポジウム録音の贈呈

別紙の申込書に 申込日数・金額 をご記入のうえ、合唱音楽の新たな地平実行委員会事務局へお送りください。

,'

[2003]

[2004]

[2005]

糀場富美子 :生命の種まき ―女声合唱とピアノのために *カ ワイ出版

鈴木純明 :ルバイヤート混声合唱のための

北爪道夫 :回文集 四季

鶴見幸代 :豊かな水

寺嶋陸也 :混声合唱とピ″ のための花筐 *カ ワイ出版

新実徳英 :女声合唱とピアノのためのおくのほそ道―越の国々*音楽之友社

上田真樹 :合唱組曲 花 と風 と *全音

山内雅弘 :男声合唱とピアノのための蛙の交響 一草野心平の詩による一

新実徳英 :女声合唱とピアノのためのおくのほそ道―みちのくへ*音楽之友社

中村あ りす :Phrtta― phay ma niifor mate voice choir

萩 京子 :み るく世がやゆら

植田 彰 :注文の多い船上の彼女 ―男声合唱 (と 3人のナレータ )のための

茂木良理子 :まりちゃんの大阪

日野原秀彦 :石の沈黙 ―無伴奏女声合唱のための

[2006]

[2007]

[2009]

※2008年 は三善晃特集のため、2013年 は西村朗室内オペラ「清姫J演奏のため委嘱作品はありません

講師・実行委員

栗山文昭 (実行委員長)藤井宏樹 側実行委員長)

新実徳英 西村朗 寺嶋陸也 野本立人 片山みゆき 横山琢哉

事務局 :日 向泰江 赤坂有紀 雨宮昌子 石丸 茂 荻原美城 須永真美 高橋知佐子 山本信夫 油井いずみ

含唱音楽の新たな地平 実行委員会 (八ヶ岳ミュージックセミナーサll上村事務局)

〒170‐0013東京都豊島区東池袋 2‐28‐ 4‐ 101(合唱人集団「音楽樹」内)

TEL:03‐3985‐0405 FAX:03‐3985山0406 メコー,レ :8gatake201 8@ongakuJuECOm

隠岐&八ケ岳ミュージックセミナー これまでの委口属作品

お問い
合わせ



合唱音楽の新たな地平 Part20 八ケ岳ミュージックセミナー

'II上

村 2018

黍加申込書/支持会員申込書

セミナー参加区分 (いずれかに○)

参加 支持会員のみ 申込日 :2018年   月   日

氏名 (フリガナ)

区分 (いずれかに○)

住所  〒

電話番号

メー,レアドレス

般 ・ 学 生

FAX番号

・学校名

支持会員会費 (セミナー参力田費)申込口数・金額

1口 :5,000円 × 合 計 円

*セ ミナー参加者の場合は一般5口・学生3口の支持会員会費をもって、セミナー参加費とさせていただきます。

パー ト (上段…混声 4部、下段…女声 3部 。男芦 4部の希望パー トにそれぞれOを記入してください)

テノール バ スソプラノ ア,レト

ソプラノ メゾ ア,レト テノータレ1 テノー,レ2 バリトン バ ス

●セミナーご参力Bの方は、以下にご記入ください。

宿泊 (金峰山荘)

8/3 (金 ) 8/4 (土 ) 8/5(日 )

昼食 (弁当)

8/4 (土 ) 8/5(日 )

Tシャツ購入

頬希望サイズを記入

チャーターバス乗車希望
(東京都内～サ|1上村)

往路・復路 。両方

通信欄 (ご要望などがありましたらご記入ください。)

申込書送付先

田 〒170-0013東京都豊島区東池袋 2‐28‐4‐ 101「音楽樹」内

合唱音楽の新たな地平実行委員会事務局 八ヶ岳ミュージックセミナー川上村

E夏裏区コ 03-3985-0406      EI:|1 8gatake2018@ongakuJu.COm
費用については手続き完了後にご請求書をお送りいたします。

受付 参加費 資料送付

事務局使用欄 (何も記入しないでください)


